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　2月24日に始まったウクライナ侵攻によって、パンドラの箱が開かれた。
　ロシアの一存のままに、欧州のガスのみならず、世界のスポットLNG価格も未曾有の高値に維持さ
れている。世界のLNGフローは様変わりし、近年順調に生産量を伸ばしてきた米国LNGの多くは、そ
れまでのアジアから欧州向けへと流れを一気に変えた。中国やインドをはじめとした新興需要国におい
ては、深刻なLNG需要減退を引き起こし、経済弱者に計画停電などの苦難を強いている。
　環境にあれだけ敏感であった欧州においてさえ、毎日の生活を支えるために石炭回帰が起こっている。
　いわゆる西側諸国は、経済制裁を課すものの、資源国ロシアの経済の耐性は予想以上に高く、現在の
膠着状態は今後数年間は継続するとの見方が専らとなっている。
　そして、この不法のロシアが引き起こす世界のエネルギー需給の逼迫と価格高騰によって、薄氷の裏
に隠されていた現実が露見し、世界の不安定化と分断が加速されている。ベルリンの壁とともに自らの
建国の理想が崩れ去ったロシアは、未だ理想を掲げ続ける欧州の連帯と世界の秩序を、さながら、道連
れとして終末へ引きずり込もうとしているかのようである。
　本稿では、まず、激動の世界のガス・LNG市場の情勢を分析し、その後、
 ・対ロシア経済制裁とロシアの対抗措置
 ・欧州のFSRUブーム
 ・LNGは救世主となりうるか？
 ・ロシアガス禁輸の虚構
 ・脱ロシアはいつか？
 ・今後の世界のガス・LNG価格イメージ
 ・欧州に春は来るか？
　についてまとめる。
　最後に、今回の混乱が今後の世界の脱炭素に与える影響について論じてみたい。
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1. 世界のガス・LNG取引

（1）世界のガス・LNG価格実績

　ロシアのウクライナ侵攻以降、地政学的な緊張が続く
なかで、世界のガス・LNG価格は未体験ゾーンにまで
上昇している。
　3月、TTF、JKMは過去最高値を記録したが、6月以降、
ノルドストリームの減量によって、TTF、JKMは、再
び上昇し、8月26日、TTFは$94MMBtuと、過去最高
値を更新した。
　次に、TTF、JKM、HH、日本平均LNG輸入価格の
推移についてまとめる。

TTF（Title Transfer Facility、欧州ガス価格指標）
　TTFは、2月24日のロシアのウクライナ侵攻による
地政学的な緊張が続くなかで、3月7日には、ロシアパ
イプラインガス供給中断の懸念により$72/MMBtuを記
録した。その後、上昇と下降を繰り返しながら、5月末、
$20/MMBtu台半ばまで下落した。この間、ポーランド、
ブルガリア、オランダ、デンマーク、ドイツ、および、フィ
ンランドへのロシアからのパイプラインガス供給の全
部、または、一部が停止された。6月中旬、ノルドストリー
ムの減量によって需給が逼迫し、TTFは＄30/MMBtu
台まで上昇した。その後も、6月下旬に＄40/MMBtu台、
7月上旬に＄50/MMBtu台、7月下旬に＄60/MMBtu台、

8月中旬に＄70/MMBtu台をつけ、8月下旬には＄90/
MMBtu台に達した。8月末、ドイツの地下ガス貯蔵在
庫が前倒しで目標に到達する見込みであることが伝えら
れ、TTFは、いったん＄60/MMBtu台まで下落したも
のの、9月中旬以降＄50/MMBtu前後で取り引きされて
いたが、9月27日、ロシア・Gazpromがウクライナ・
Naftogazの仲裁申し立てに対する報復として、ウクラ
イナ経由のガス輸出をすべて停止するのではないかとい
う懸念とノルドストリーム不具合に対する心理的な影響
から、一時＄60/MMBtuを超えた。なお、JKM-TTF
スプレッドは、2021年12月以降、ほとんどの期間で、
逆転したままとなっている。

JKM（Platts Japan Korea Marker、北東アジアスポッ
トLNG価格指標）
　2022年1-2月は$20/MMBtu台で推移し、3月7日の
TTF上昇に伴って一時$85/MMBtuまで急騰したが、
その後は、$30/MMBtu台で推移した。3月16日の福島
県沖地震により石炭火力発電所が停止した影響で一時上
昇したものの、4月に入って徐々に低下し、5月は＄20/
MMBtu前半で推移した。6月中旬以降、欧州ガス価格
の上昇をベースとして、アジアの夏期需要の高まりとと
もにJKMは再び上昇基調に戻り、7月上旬には＄40/

図1 世界のガス・LNG 価格実績

出所：Platts、IMF 他、各種資料により JOGMEC 作成
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MMBtu台、7月末には＄50/MMBtu台、8月下旬には＄60/
MMBtu台となり、8月29日には＄71/MMBtuをつけた。
9月に入り＄40-50/MMBtu前後で推移している。

HH（Henry Hub、米国ガス価格指標）
　4月、例年より気温が低く需要が増加し、地下ガス貯
蔵在庫も5年平均を2割下回るまで低下した。その影響
で4月末に$7/MMBtu台に達し、5月上旬、夏場の旺盛
な需要の兆しを受け$8/MMBtuを超えた。その後、テ
キサス州などでの熱波によるガス火力発電の需要増等に
よって、5月24日には$8.8/MMBtuをつけた。
　8月23日、$10/MMBtuを14年ぶりに突破し、その後、
HHは$8-9/MMBtuで推移している。ガス価格が上昇傾
向にあるのは、需要が供給を上回り、貯蔵在庫が5年平
均を下回っていること、LNG輸出需要が安定している
こと、石炭の供給制約に後押しされた電力部門のガス需
要の高まりのためである。ここで、油・ガス価採算ライ
ンを上回っているのになかなかガスの増産が進まないの
は、生産に必要な資材や人件費の高騰、急激な利上げに
よる資金調達コストの上昇、株主還元の優先、脱炭素を
見据えた投資縮小などが原因といわれている。9月、米
国エネルギー情報局（EIA、U.S. Energy Information 
Administration）は、今後の価格見通しについて、2023

年の年間平均は$6/MMBtuと、長期的には需要の増加
にガス生産が追い付き価格は戻ると予測した。

日本平均LNG輸入価格
　日本平均LNG輸入価格は、2022年2月、$15/MMBtu
後半に上昇し、3月には$14/MMBtu半ばにいったん下
落した。その後、4 月は $15.70/MMBtu、8 月は $20/
MMBtuのレベルにまで上昇した。主に原油価格リンク
の長期契約が7、8割を占める日本平均LNG輸入価格は、
原油価格の変動に影響を受ける。

（2）世界のガス・LNG価格のフォワードカーブ

　次に、ロシアのウクライナ侵攻前後の2月1日、3月1
日 と、 そ れ か ら ほ ぼ 3 カ 月 が 過 ぎ た 6 月 1 日 の
Intercontinental Exchange（ICE）のTTF、JKM、HHフォ
ワードカーブを比較した。
　JKM、TTFについては、2、3月の侵攻前後で、欧州向
けロシアパイプラインガスの安定供給に対する懸念を背
景に、2022年は$15/MMBtu、2023-24年は$5/MMBtu
程度上昇した。2022年のTTFはバックワーデーション
を示し、JKM-TTFスプレッドは、ネガティブとなった。
この時点で市場は、侵攻による混乱は2022年内に落ち
着き、その後は、アジア太平洋地域の需要が欧州より高

図2 世界のガス・LNG 価格フォワードカーブ

出所：Intercontinental Exchange 他、各種資料により JOGMEC 作成
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く、JKMの方がTTFより高価格となる従来のLNGフロー
が戻ると予測し、その結果、2023-24年は、JKM-TTF
スプレッドがポジティブに戻る。
　侵攻から3カ月を経た6月のJKM、TTFは、3月と比
較して、2022年は$10/MMBtu程度下落した。ここで、
アジアのLNG需要減少が織り込まれ、JKMはTTFに
比べ大きく下落した。一方、2023-24年は、逆に$5-7/
MMBtu上昇する。これは、紛争がより長期化し、欧州
向けロシアパイプラインガス減量によるTTF高が2022
年以降も継続すると市場が考えたことを示している。ま
た、2022-23年のJKM-TTFスプレッドは、JKMがよ
り大きく下落し、ネガティブ幅が拡大した。2022-24
年は、JKM、TTFとも紛争が膠着・長期化し、一定の
定常状態が形成されるとの予測からコンタンゴに戻っ
た。
　HHについては、2、3月の侵攻前後で大きな変動はな
かった。前述のとおり、地下ガス貯蔵在庫が低下し、
LNG用原料ガス供給が順調に伸びるなか、熱波等によ
り需要が高まったことから6、8月に上昇した。

（3）欧州地下ガス貯蔵在庫

　9月24日現在、欧州地下ガス貯蔵在庫は87.4%と順調
に増加している。在庫が平年並みであった2016-20年
の過去5年平均88.0%より0.6%低いレベルまで回復した。
　穏やかな天候に恵まれ、最も需要の大きいドイツの5
月のガス消費量は147Mcm/dと、前年同期比で3割も

低いことが、最も貢献している。
　冬期に向かってのTTFフォワードカーブのコンタン
ゴ構造も再現し、在庫の注入が加速している。
　今年初めに施行されたドイツのガス貯蔵法では、
2022年10月1日までに80%（その後、85％に目標引き
上げ。それ以降の年は90％）を満たすことが求められた
が、これは問題なく達成できるとみられる。

（4）欧州向けロシアパイプラインガス

　2022年1-4月の欧州向けロシアパイプラインガス輸
出量は、対前年同期比24%減となり、通年ベースでは
例年の155Bcm/yから113Bcm/yまで27%減少した。
　その後、4月27日、ロシア・Gazpromはルーブル払
い不履行を根拠として、ポーランド、ブルガリアに対し、
ガス供給を停止した。5月10日、ウクライナ経由パイプ
ラインの流量は、ウクライナ側からFM（Force Majeure：
不可抗力）が宣言されたことによって大きく減少した。
そ し て、5 月 11 日、 ヤ マ ル パ イ プ ラ イ ン の 利 用 が
EuroPolGazへのロシアからの制裁によって停止された。
　6月、ノルウェーパイプライン定期修理が終了した後
の7月5日から8日、ヤマルパイプラインのドイツ側入
口のマールナウコンプレッサーステーションの定期修理
が実施されヤマルパイプライン流量がゼロとなった。こ
の時、ヤマルパイプラインのガス輸送量はすでに低下し
ていたため、TTFに与えた影響は小さかった。6月時点
において、通年ベースでは2022年のロシアパイプライ

図3 欧州地下ガス貯蔵在庫実績

出所：AGSI ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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2. 世界のLNGフローの変化

（1） 米国LNG輸出と欧州LNG輸入

　2022 年 1-5 月、 米 国 LNGの 欧 州 向 け 輸 出 量 は、
23.8MT/5m（70.4%）と、前年同期の10.2MT/5m（35.4%）
から大幅に増加した。欧州の米国LNG輸入量も、2021
年の10.2MT/5m（34.1%）から、24.0MT/5m（52.1%）へ
と急増した。
　この原因は、JKM-TTFスプレッドがネガティブとな
り、アジア等向けより欧州向けの方が利益が大きくなっ

たため、その多くが仕向け地自由である米国LNGを中
心に欧州に向かったことによる。
　JKM-TTFスプレッドの推算に基づいて、米国LNG
の欧州向け輸出割合を推定した結果、2022年の欧州向
け米国LNG輸出割合は78%を占め、米国LNG輸出量を
77MT/yとすると、欧州向けは60MT/yに達すること
が予測された。
　この状況が継続した場合、欧州の2022年LNG輸入量

ンガス供給量は、例年の3分の2にあたる100Bcm/y程
度まで減少すると予測された。
　7月11日から21日、ノルドストリームパイプライン
の定期修理が実施された。それまでは、欧州に向かう主
要3系統のパイプラインのうち、ノルドストリームのみ、
唯一従来並みの輸出量を継続していたが、この期間中、
ロシアからの欧州北西部へのパイプラインガス輸出量が
ほぼゼロとなった。

　定期修理終了後、ノルドストリームは以前の40%で
送出をいったん再開したが、7月27日以降、コンプレッ
サーの修理を理由に、20%の流量で運用された。
　さらに9月3日以降、同様の理由によってノルドスト
リームの流量ゼロが継続していたが、9月26日、ノルド
ストリーム、およびノルドストリーム2のガスリークが
発見された。

図4 欧州向けロシアパイプラインガスの減量（2022 年 6 月時点）

出所：Gazprom ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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は、2021年の75MT/yから38MT増加して過去最高の
113MT/yとなり、このうち、米国LNGの占める割合は、
2021年の29%から53%に上昇すると推算された。
　その後1-9月の実績をみると、米国LNGの欧州向け

輸出は、38MT（66％）、欧州LNG輸入量中の米国LNG
は51％となっている。

（2）欧米LNG政策の変化

　世界のエネルギー情勢の変化を受けて、新たなLNG
に関係する政策が次々に提案されている。

①米輸銀方針変更、LNG輸出をサポート
　欧州からのLNG緊急供給依頼を受け、米国政府も
LNGに対するサポートに乗り出した。
　4月14日、米国輸出入銀行（Export-Import Bank of 
the United States：EXIM）は、新たな「Make More in 
America」構想を発表した。
　この構想は、米国の製造業を支援するプロジェクトや、
世界的な競争力を高めるプロジェクトに中長期融資や保
証などの融資メニューを拡大、提供することを目的とし

図5 米国 LNG の欧州向け輸出割合

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図6 欧州の米国 LNG 輸入割合

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図7 欧州 LNG 輸入元予測

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図8
米国輸出入銀行（Export-Import 
Bank of the United States、
EXIM）

出所：EXIM

表1 米国 LNG 欧州向け輸出量 /
欧州米国 LNG 輸入量の変化

出所：Kpler ほか、各種資料より JOGMEC 作成

2021 年
1-9 月

米国輸出量
（MT）

うち欧州へ
（MT）

割合
（%）

51.5 15.0 29.1

欧州輸入量
（MT）

うち米国から
（MT）

割合
（%）

45.2 14.3 31.6

2022 年
1-9 月

米国輸出量
（MT）

うち欧州へ
（MT）

割合
（%）

57.2 37.8 66.0

欧州輸入量
（MT）

うち米国から
（MT）

割合
（%）

75.3 38.4 50.9
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て、環境に配慮したプロジェクトや中小企業、半導体や
バイオテクノロジー、再生可能エネルギー、エネルギー
貯蔵などの輸出分野に具体的な優遇措置を用意するもの
である。
　公式には、LNGは環境保全型輸出に含まれてはいな
いが、要件を満たせばLNG液化プロジェクト、再ガス
化プロジェクト等にも適用が可能と考えられる。
　この構想によって、今後数年間続くであろうLNG供
給余力が低下する時期に、LNGの輸入によってCO2 排
出量とエネルギーのロシアへの依存を減らそうとする
国々に、LNG調達のためのインフラと供給の柔軟性を
提供することができると考えられる。
　仕向け地フリー、キャンセル権、相対的低価格などの
米国 LNGの優位性に加え、安全保障上の同盟国が、
LNG貿易量の拡大による安定調達を目指す日本と同じ
方向を向いてくれたことは、エネルギーセキュリティー
上、大きな一歩を踏み出したといえるであろう。

②REPowerEU詳細案、LNGが更に重要に
　5月18日、EC（European Committee：欧州委員会）は、
REPowerEUの詳細案を発表した。ロシアのガスへの依
存 を 段 階 的 に 解 消 す る た め、3 月 8 日 に 発 表 し た
REPowerEU案を補う位置づけとなっている。
　野心的なREPowerEU戦略は、最大3,000億ユーロが
割り当てられる。このうち、最大100億ユーロがガスと

LNGプロジェクトに、最大20億ユーロがロシア産原油
の輸送を停止するための石油インフラの拡充にあてられ
る予定である。残りの資金は、クリーンエネルギーへの
移行を加速させ、規模を拡大するために使われる。
　この目標を達成するために、EUのエネルギー目標は、
次のとおり、より野心的なものに改定される。
 ・ 2030年のエネルギー効率目標を9%から13%に変更。
 ・ 2030年のEU電力構成に占める再生可能エネルギー

の割合を、40%から45%に引き上げ。
 ・ 2030年のEUの発電容量に占める太陽光発電と風力

発電の割合を、現在の33％から67％へと倍増。
 ・ 現在6年から9年かかっている風力発電所などの再生

可能エネルギー・プロジェクトの許認可手続きを、1
年に短縮。

 ・ 商業施設や公共施設は2025年から、新築の住宅は
2029年から、屋根上のソーラーパネル設置を義務づけ。

　このうち、ガス・LNGにかかわるポイントは次のと
おりである。LNG受入基地への投資促進など、LNGの
重要性がより強調される形となっている。

a）省エネルギー
 ・ エアコン使用削減、在宅勤務等の市民行動計画推

進により、ガス・石油需要を各5 ％削減（ガス：
13Bcm（10Mt）、石油：16Mt相当）。

b）エネルギー輸入多様化
 ・ ガス、LNG、水素に関するEUエネルギープラット

図9 REPowerEU 内訳ソース

出所：IEA、EC ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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フォームの設立。
 ・ガス供給途絶危機対応プランのアップデート奨励。
 ・EU域内のガス生産継続。
c）クリーンエネルギー移行の加速
 ・ 2030年再生可能エネルギー目標（2021年7月提案）

を40％から45%へ引き上げ（再エネ発電容量目標：
1,067GW→1,236GW）。

 ・バイオメタン生産を35Bcm（26Mt）に引き上げ。
d）投資促進
 ・ 2030年までに、ガス（800億ユーロ/年）、石油（120

億ユーロ/年）、石炭（17億ユーロ/年）の輸入コス
トを削減。

 ・ LNG受入基地、パイプラインなどインフラに100
億ユーロを投資（スペインLNG受入基地追加建設、
水素転用ガスパイプライン建設）。

 ・ 石油の供給安全保障を確保するインフラプロジェク
ト（Transalpine・Adria・SPSE（Societe du Pipeline 
Sud-Europeen）石油パイプラインなど）に投資（15-
20億ユーロ）。

③EUタクソノミー、ガスの重要性を認める
　7月6日、欧州議会はEUタクソノミーにガスと原子
力を含める法令案の承認を決定した。2023年1月発効
予定。
　当初、原発については、依存度の高いフランスと東欧
諸国が賛成し、ドイツやオーストリアは反対した。ガス
については、ドイツは賛成したが、オーストリアやオラ
ンダなどが反対した。オーストリアは、発効後に欧州司
法裁判所に提訴する方針を示している。
　ガスの場合、「既存の固体または液体化石燃料発電所
を置き換えるもので、既存の発電所の容量を15％以上
超えないこと」とされている。
　ガス火力発電所の建設には最低4年かかるため、EU
における石炭火力発電所の代替は最短で2026年から開
始されることになる。
　2030年末以前に建設許可を得たガス火力発電所につ
いては、270g-CO2e/kWhという直接排出の制限が課せ
られている。コジェネレーションであれば、電気と熱を
合わせて規程の総合効率66%をクリアできるが、火力
発電所の場合は、最新鋭のコンバインドサイクル発電プ
ラントでも対応が難しい発電効率66%に相当する厳し
い条件となっている。
　2031年以降の発電所には100g-CO2e/kWhの生涯排
出量制限があるため、脱炭素対応により発電コストが大
幅に跳ね上がるか、発電所の年間稼働時間が大幅に減少

することになる。
　排出量を大幅に削減するには、水素混合と二酸化炭素
回 収・ 貯 留（Carbon dioxide Capture and Storage：
CCS）の2つの主要なオプションがあるが、水素は価格
が高く、供給が十分でない可能性が高い。CCSの場合、
CO2の輸送と貯蔵のインフラが必要であるが、これは欧
州にはまだ存在せず、2030年代初頭まで存在しそうに
ない。
　いずれの場合でもガス発電のコストが大幅に上昇する
ため、欧州のガス火力発電はベースロードからピーカー
の領域に完全に移行することになる。

④豪州ACCC、LNG輸出制限
　8 月 1 日、 豪 州 競 争 消 費 者 委 員 会（Australia 
Competition and Consumer Commission：ACCC）は、
2023年のガス供給不足が深刻化すると予測し、2023年
に オ ー ス ト ラ リ ア 国 内 ガ ス 安 全 保 障 メ カ ニ ズ ム

（Australian Domestic Gas Security Mechanism：
ADGSM）の第一段階（東海岸のLNG輸出業者に対し、
余剰ガスの大半を海外のスポット市場に販売するのでは
なく、国内市場に振り向ける）発動について資源相に検
討すべきと勧告した。
　ACCCが7月に公表した中間報告によると、2023年
の東海岸のガス生産量は1,981PJで、国内・LNG輸出需
要2,037PJ（うち、東海岸国内ガス需要571PJ、LNG輸
出需要1,299PJ、スポット市場への輸出167PJ）を下回り、
供給不足は56PJとなる。
　豪資源相は、LNG輸出事業者や買主と協議したうえ
で10月に決定を下す方針を示した。輸出規制となった
場合、グラッドストーンLNGが最も影響を受けるとの
情報も一時、あったが、その後、日本政府からの要請も
あり、豪州政府はLNG輸出への影響はないことを明言
した。
　ちなみに、2022年7月、石炭火力発電所のトラブル
と寒波が重なりADGSMは発動されたが、その際にも
LNG輸出への影響はなかった。また、豪州東部では現
在5カ所のLNG輸入プロジェクトが推進されている。
　

（3） 中国のLNG輸入減退

　近年、中国のガス消費量は漸増している。
　しかし、2022年第1四半期の供給ソース内訳を見ると、
対前年同期比で、国産ガスが6.8%、パイプラインガス
が5.9%増加したのに比べ、LNGは12.4%も減少した。
　2022年1-4月輸入実績から、2022年中国の受入量は
65MT/yと予測され、これは、2021年実績79MT/yよ
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り14MT/yも減少することにな
る。この時期、2月に北京五輪、
4月からは上海ロックダウンの影
響があったが、その後もLNG輸
入量の低下傾向は続いている。
　なお、中国のLNG買主は、ス
ポ ッ ト 価 格 の 高 騰 を 踏 ま え、
2021年に多くの長期契約を締結
したが、当時締結された35MT/y
以上の長期契約のうち、2022年
に輸入が開始されるのは6-7MT/
yにとどまる。
　 大 手（PetroChina、Sinopec、
CNOOC）、2nd Tiers別にみると、
2022年に入り、両者ともLNG調
達量が低下し、特に、2nd Tiers
のスポットLNGの調達が大幅に
低下していることがわかった。
　ここで、図 12 の大手とは、大手単独および 2nd 
Tiersとの共積み、2nd Tiersとは、2nd Tiers単独およ
び2nd Tiers同士の共積みと定義した。また、ここでの
スポットLNGとは、Kplerの定義によるもので、ポート
フォリオ契約を含む既存 SPA（Sales and Purchase 
Agreement：売買契約書）等以外で取引されたカーゴの
ことをいう。ちなみに、GIIGNL（International Group 
of Liquefied Natural Gas Importers：LNG輸入者国際グ

ループ）の定義では、スポットLNGとは、取引日から3
カ月以内に引き渡されたカーゴのことを指す。

（中国、LNG輸入減退の理由）
　2022年に入って、中国は、高価なスポットLNGの調
達は控え、安価な国内ガス生産、パイプラインガス輸入
に集中している。気温が概ね平年並みで推移しているこ
とのほか、中国のLNG輸入量減退の要因は次のように
考えられる。

図10 中国のガス消費量

出所：中国貿易統計ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図11 中国 LNG 輸入量

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT）
2021/1-9 2022/1-9 差異

LNG 輸入量 58.1 46.1 -12.0 -20.7%
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①順調な国内ガス生産
　3月28日、中国・Sinopecは、2022年のガス生産量を
4.8％増やし、脱炭素化とエネルギー安全保障の目標達
成に向けて、ガスサプライチェーンの開発を継続すると
発表した。2021年、Sinopecのガス販売量は62.1Bcm
に達し、そのうち30Bcmが輸入されたが、LNG高騰に
より60億元の損失が発生していた。LNGの中長期契約
とスポット購入の比率を最適化し、エンドユーザーへの
販売を拡大し、ヘッジを実施しLNG輸入による損失を
減らす、と述べた。
　3月31日、中国・PetroChinaは、2025年までに石油・
ガス総生産量中のガス比率を55％まで引き上げること
を明らかにした。2021年の45.4％から10ポイント近く
上昇する見込みで、エネルギー安全保障への懸念が高ま
るなか、コスト高の輸入への依存を減らすため、戦略的
に国内生産を強化した模様である。

②高価なスポットLNG追加調達の回避
　4月の中国のLNG輸入平均価格は、$13.40/MMBtuで
あった。一方、パイプラインガスの平均価格は$6.43/
MMBtuと、LNGの半分以下と推定された。
　2021年、中国国内のガス販売価格は、$8/MMBtu弱（対
前年比6.5%増）、ガス火力発電ブレークイーブンコスト
は、$10/MMBtu前後（発電中のガスの割合はわずか
3%）であったが、資金に余裕のある国営大手3社を除け
ば、価格が$20/MMBtu以下に下がらないと、スポット
LNGを購入する余裕はないとみられている。

③スポットLNGの転売
　供給義務を負うPetroChina、Sinopec、CNOOC以外
のLNG輸入業者は、以前調達したLNGの多くを国際市
場で高値で転売し、大きな利益を上げているという。ス
ポットLNGだけでなく、仕向け地の自由度が高い長期
契約カーゴも、価格の高い欧州などに転売されていると
の情報がある。

④ シベリアの力（Power of Siberia：POS）によるパイプ
ラインガス輸入の増加

　POSを経由したロシアからのガス輸入量は計画どお
り順調に増加し、2022年は16Bcm/yに達する見込みで
ある。ちなみに、POSを流れるガスの価格は油価リン
クであり、現在のスポットLNG価格よりも安価とみら
れる。

⑤ COVID-19関連の上海等のロックダウンによるガス
需要の減少

　4月、中国のGDPの4分の1を占める商業の中心地・
上海を中心に製造活動が、COVID-19規制によって大
幅に低下し、さらに、感染再拡大への懸念から、輸出主
導型の企業は多くの新規受注を失った。上海市政府の統
計によると、4月の上海の輸出は前年同月比44％減、輸
入は同33％近く減少した。その後も極端なゼロコロナ
政策が継続されている。

図12 中国 LNG 輸入量（大手 /2nd Tiers 別）とスポット LNG 比率

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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⑥ ウクライナ危機による世界経済成長の鈍化と輸出減
　7月末、IMF（International Monetary Fund：世界通
貨基金）は、景気後退リスクが広がるなか、2022年の世
界の実質成長率を4月見通しの3.6%から3.2%に引き下
げた。ドイツは4月から0.9%低下し1.2%に、一方、ロ
シアはエネルギー価格の高騰を受けて2.5%上昇し-6.0%
の見通しとなった。さらに、欧州向けロシアパイプライ
ンガス減量やインフレ高止まりが更なるリスク要因とし
て指摘された。
　世界の景気後退が世界の工場たる中国への発注減少を
引き起こし、エネルギー需要を低下させるのに加え、ロッ
クダウンによる中国経済自体の影響も加われば更なる下

方修正もありうるとみられている。
　8月19日、中国・国家エネルギー局は「2022年中国天
然ガス発展報告」を発表した。この中で、2022年の中国
のガス消費量の伸びは、ガス価格高騰の影響で、2021
年の12.5％ /yを大きく下回り1-3％ /yにとどまり、ガ
ス消費量は375-380Bcm/yになるとした。また、ガス
輸入はわずかに減少し、LNG輸入は近年で初めて顕著
な減少を示すと予測した。2022年上半期の中国の天然
ガス生産量は7.9％増の112Bcm、天然ガス輸入量は8.9％
減の74.1Bcm（うち、LNG輸入量は19％減の42.8Bcm（豪
州が減少、カタールが増加）、パイプラインガス輸入は
10％増の31.2Bcm）だった。

コラム 世界の LNG 輸入量、日本が第 1 位に返り咲くか？

　中国の LNG 輸入量は、2022 年 1-4 月の 4 カ月間、前年同期比 17.6% 減の 21.59MT であったが、日本の LNG 輸入量は、前年

同期比 8% 減の 25.97MT と、この時点で世界最大となった。2022 年、日本は世界最大の LNG 輸入国に返り咲くと予測される。

　ここで、2021 年は中国ガス需要が急増し、LNG 輸入量は予測をはるかに上回る 12MT（18％）の大幅増となった。その結果、中

国は日本を追い抜いて世界第 1 位の輸入国となったが、当初の輸入増加量は、4MT/y 程度と予測されていた。

　また、欧州を一つの地域としてランキングに加える場合、2021 年は第 2 位であったが、2022 年は第 1 位になると予測される。

　2021 年の LNG 輸出国は、豪州、カタールが 2 強で米国が 3 位であった。2022 年は 3 カ国が僅差の 3 強状態となると予測されたが、

フリーポート LNG トラブルのため、2021 年と同様、豪州、カタール、米国の順になるとみられる。ただし、2024 年までには、米国

が世界第 1 位の LNG 輸出国になることが確実視されている。

表2 LNG輸入国ランキング予測（MT/y）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位

2021年 中国（79） 欧州（75） 日本（74） 韓国（47）

2022年 欧州（113） 日本（72） 中国（65） 韓国（46）

表3 LNG輸出国ランキング予測（MT/y）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

第 1 位 第 2 位 第 3 位

2021年 豪州（79） カタール（77） 米国（67）

2022年 豪州（80） カタール（77） 米国（77）

図13 2022 年世界の経済成長率予測

出所：IMF ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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（4） インド、パキスタン、バングラデシュ LNG輸入実績

　2022年1-8月期のLNG輸入実績は、各国とも対前年
同期比で、大幅に低下している。猛暑等による潜在需要
は高いが、スポットLNG価格高騰により買い控えが発
生している。
　価格に敏感な新興需要国が多いアジアで、今後ガスか
ら石炭への回帰が広く進むことが懸念される。

①インドのLNG輸入大幅減少
　2022年4月に発表されたIEA Gas Market Report 2Q 
2022によると、2021年のインドのガス需要は対前年比
5 ％増加したが、LNG輸入量は-11 ％と2013年以来5

年ぶりに減少に転じた。ガス需要の増加は、都市ガスと
肥料部門の持続的な成長によるものだが、LNG価格の
上昇は、電力、精製、石油化学部門の需要減を引き起こ
した。インド・Reliance Industriesと英・BPによる2つ
の大規模深海ガスプロジェクトの稼働により、国内生産
が前年比17%増加したことも、LNG輸入減少の要因の
一つともいわれる。この傾向は2022年になっても続い
ており、インドのLNG輸入は2022年第1四半期に対前
年同期比23%減となった。2022年のインドのガス消費
量は2 ％増加すると予想されているが、スポットLNG
の高価格は更なるLNG輸入量の減少をもたらすと予想
される。

コラム フリーポート LNG 火災トラブル＊ 1

　6 月 8 日 11 時 40 分頃、米国・フリーポート LNG で火災の報告があった。14 時頃までに鎮火し、負傷者、および、周辺地域へ

の被害はなかった。

　翌 6 月 9 日、施設を運営するフリーポート LNG は、6 月販売分 1MT について FM（不可抗力：Force Majeure）を宣言した。なお、

その後、6 月末に FM 宣言は撤回されたが、今後数十億ドルの損害賠償が生じる可能性がある。

　この事故を受け、6 月 15 日の JKM と TTF は、それぞれ、$5/MMBtu、$7/MMBtu 程度上昇した。この時点での 2022 年のフリー

ポート LNG の輸出量のうち、4.6MT、64% が欧州向けであり、これは、欧州 LNG 輸入量中、8.2% を占めていた。

　その後、パイプラインおよび危険物安全管理局 （PHMSA：Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration）、テキサス

州環境品質委員会（TCEQ：Texas Commission on Environmental Quality）が事故の調査にあたり、当初、基地は、90 日間停止され、

2022 年遅くの部分再開を目指すとされた。

　8 月 3 日、フリーポート LNG は、10 月初旬にほぼフル稼働で再開することで、PHMSA と合意したことを発表した。LNG を移送

する配管の過圧による破裂が原因とされた。現在、損傷したプラントの修理に加えて、トレーニング、プロセス安全管理業務、メン

テナンス手順の改善を実施中で再稼働前に、トレーニング、作業手順、設備検査に関する事前承認を受けることが要求されている。

　8 月 23 日、フリーポート LNG は復旧スケジュールを 1 カ月後ろ倒しし、11 月末までに生産能力の 85％、2023 年 3 月末までに

100％の生産を再開すると発表した。

図14 フリーポート LNG

出所：Platts、JERA、日本経済新聞ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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②パキスタン、計画停電悪化＊2, 3

　5月、パキスタン・K-Electricは、発電コストが人々
の手の届く範囲を超えているとして、工業地帯を含む
ネットワーク全域で計画停電の再開を検討しはじめた。
　K-Electricは、カラチ、シンド州の他、バロチスタン
州の一部の250万以上の産業・商業・家庭需要家に電力
を供給しており、そのネットワークには2,000の給電線
がある。そのうち、停電時間が1日8時間から10時間の
ものが500、5時間から7時間のものが、200から300
あるという。
　停電時間は、今後延長され、過去11年間停電が免除
されてきた工業地帯にも、1日3–5時間の停電が適用さ
れる可能性がでている。
　K-Electricの平均的な電力需要は3,200-3,300MWhで

あるが、平均400MWhの電力不足が恒常的に発生して
いる。
　同社は、LNGやディーゼルなどの高価な燃料を使い
電力を生産しているが、全量を輸入に頼るLNGは、国
産ガスに比べて5.5倍の高値となり、その結果、1カ月
前に30–35億ルピーだった燃料費は、6月は180億ルピー
に跳ね上がった。
　今後、IMFの勧告に従い石油等への補助金が撤廃さ
れれば、発電にかかる燃料費は更に上昇するとみられて
いる。
　このほか、Reutersによると、6月、パキスタンの石
油担当大臣が、カタールを訪れ、国際収支の悪化と外貨
準備高の不足を理由に2つの長期LNG売買契約の代金
支払いについて繰り延べを要請したと報じられている。

図16 インド電力構成

出所：IEA ほか、各種資料により JOGMEC 作成

GWh

図15 インド LNG 輸入実績

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT）
2021/1-9 2022/1-9 差異

LNG 輸入量 18.3 15.4 -2.9 -16.0%
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また、エネルギー消費を削減するために、週6日勤務を
5日に短縮したという。
　7月に入り、Pakistan LNG Limitedは、ガス不足と停
電対策として、7-9月のLNG船10カーゴの入札を実施
した。しかし、デフォルトリスクの高まりと指定期間の
カーゴ不足が予測されるなか、応札は一件もなかった。
その後、Pakistan LNG Limitedは、2023年1月から6
年間の長期入札に関心のある国際LNGサプライヤーか
らの入札を再度募集した。
　エネルギー省は、ガス会社の債務残高を減らすために、
家庭用と肥料、電力、セメント、圧縮天然ガス部門の規
制ガス料金を引き上げた。これによって、ガス会社の財
務状況が改善され、原料であるLNG代金の未払いの解
消に役立つと述べた。

　7月末の時点で、パキスタンの発電容量2,800万kW
の4分の1近くの14基が停止しているが、そのほとんど
がガス火力発電所の停止であるという。

③バングラデシュ、ガスの供給制限＊4, 5

　4月13日、Petrobanglaは、国内最大のビビヤナガス
田の生産停止と世界的なガス価格の高騰により、全国の
工業需要家に対し、初めてガス供給の制限を実施してい
ることを明らかにした。 
　バングラデシュのガスは、工業用に16％、発電所に
50％、家庭用に13％、CNG用に5％が供給されているが、
4月12日から少なくとも15日間、需要家は、毎日午後5
時から午後9時までガス使用の停止を要請された。また、
6月20日以降、食品市場、レストラン等を除くすべての

図18 パキスタン電力構成

出所：IEA ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図17 パキスタン LNG 輸入実績

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT）
2021/1-9 2022/1-9 差異

LNG 輸入量 6.3 5.1 -1.2  -19.5%
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店舗とショッピングモールが閉鎖された。なお、従来か
ら実施されているCNG充填所に対しての午後5時から
午後11時までのガス配給は現在も継続中となっている。
　国際市場から高価格のLNGを購入し、再ガス化して輸
入価格より大幅に安い価格で消費者に販売している
Petrobanglaは、大きな差損を抱えている。今後、電力・
エネルギー・鉱物資源省は、Petrobanglaに対するLNG
補助金政策を立案し、数カ月のうちに実施する予定だと
いう。新しい政策下では、Petrobanglaは四半期ごとに定
期的に補助金を受け取ることができるようになると期待
されている。
　8月22日、バングラデシュ政府は、電力不足対策のため、
学校の登校日を週6日から5日に減らし、役所や銀行の業
務時間を8時間から7時間に短縮する方針を発表した。

　9月15日、ガス供給不足に対応するため、ディーゼル
火力発電所の再稼働を開始した。バングラデシュでは、
ガス不足のためにガス火力発電所の4分の1に相当する
21基が現在停止している。

（5）アジアのLNG輸入量減少予測と石炭使用量増加

　2022年1-5月受入実績から推測した2022年アジアの
LNG輸入量予測は241MT/yとなり、2021年の受入実
績273MT/yより32MT/y（12%）減少する可能性がある。
　LNG輸入が減退した新興アジア需要国はどのように
してエネルギー需要を賄っているのであろうか。
　中国では、ガス価格高騰のため一部の工場が操業を停
止したり抑制しているという。また、発電会社は、ガス
火力発電を最小化し、価格が低く抑えられている石炭を

図20 バングラデシュ電力構成

出所：IEA ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図19 バングラデシュ LNG 輸入実績

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT）
2021/1-9 2022/1-9 差異

LNG 輸入量 3.8 3.5 -0.3   -8.0%
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利用して石炭火力発電の稼働を最大化するとしている。
中国の石炭火力発電は、総発電設備容量の50％未満だが、
発電量の60％を生み出している。
　2021年のような電力不足を防ぐことを目的に石炭生
産を強化する政策も出されている。
　4月26日、中国人民銀行は、石炭開発を支援し貯蔵能
力を高めるよう、適格な石炭プロジェクトにプライム
レートで融資するため、全国の銀行に対する再融資枠を
1,000億元に拡大すると発表した。
　4月28日、中国は、これまで輸入石炭に品質に応じて
3 ％から6 ％かけていた輸入関税を2023年3月31日ま
でゼロに引き下げたと発表した。
　5月11日、国務院は石炭火力発電会社を支援し、発電
量を増やすために100億元を注入する予定であると発表

した。
　石炭が豊富で石油やガスに乏しい中国に
とって、石炭は今年もエネルギー供給の安
定に大きな役割を果たしていると、国家エ
ネ ル ギ ー 局 関 係 者 は 先 に 述 べ て い る。
2021年9月、夏期に発生した電力不足を
受け、中国政府は石炭の増産を指示し、
2022年に石炭生産能力を3億トン引き上
げることを目標としていたが、1月から4
月までの石炭生産量は前年同期比10.5 ％
増の14億5,000万トンとなった。
　5月上旬、インド・電力省は、各州政府
に石炭輸入の拡大と、輸入石炭火力発電事
業者の10月31日までのフル稼働を要請し
た。並行して石炭省は、閉鎖した鉱山を再

開することも含めて、石炭生産を2021-22年度の7.77
億トンから2023-24年度は12億トンに増加させること
を目指す、と述べた。
　日本経済新聞の集計によると、2021年の世界の石炭
火力発電量は対前年9%増加し、初めて10兆kWhの大
台に乗せた。中国とインドの石炭火力発電量は1割程度
増加し、過去最高となった。米国は16%、ドイツも2割
強増加したという。

（6） 2022年世界のLNG需給バランス

　2022年のLNG貿易量は391MT（対前年+5%）、うち、
長期契約は270MTで需給は均衡し、スポット契約は
121MTと予測される。
　2025年まではもともと需給が厳しい時期にあたってお

図22 世界の LNG 需給バランス（2022 年）

出所：GIIGNL、IEA、Platts ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図21 アジアの LNG 輸入量予測（2022 年）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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3. 対ロシア経済制裁

（1）対ロシア経済制裁の経緯

　4月8日、EUは、ロシアの石炭輸入を段階的に禁止す
ることを決定し、その後、8月にはロシアの石炭輸入の
全面禁止が実施された。
　5月8日、G7は、「安定的かつ持続可能な世界的エネ
ルギー供給と消費者にとって手頃な価格」を確保しつつ、

「適時かつ秩序立った方法で」石油を含むロシアのエネル
ギーを段階的に削減することで合意した。
　6月3日、EUは、対ロシア制裁第6弾を採択した。ロ

シアの原油および石油製品の海上輸入を禁止し、パイプ
ライン経由のロシア原油の輸入を一時的に禁止対象から
外すことに原則的に合意した。
　EUが輸入するロシア産原油の3分の2はタンカーで
運ばれている。残りの3分の1は、ウクライナ、ベラルー
シ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコ、オー
ストリア、ドイツを通過するドルジバ・パイプライン経
由で供給されている。5月30日のEU首脳会議でEU・
ミシェル欧州理事会議長は、年末までにEUのロシア産

り、3月の時点では、2022年の世界のLNG・パイプライ
ンガス供給余力を11MTと予測していた。
　その後、欧州向けロシアパイプラインガス流量が減少
し、2月末のロシアのウクライナ侵攻後、さらに、4月
末には、ポーランド、ブルガリア向けパイプラインガス
供給（ぞれぞれ、10Bcm/y、3Bcm/y）が停止されるなど、
欧州のガス需給は引き締まった。
　高騰するTTFは、世界中のスポットLNGを欧州に大
きく引き付け（38MT/y）、その結果、2022年の欧州の
LNG輸入量は、113MT/y程度に増加する予測である。
ただし、受入基地能力制約により、欧州LNG輸入量は
現在、ほぼ上限にある。
　一方、好調な国内ガス生産、COVID-19再拡大によ

る需要減退、パイプラインガス輸入増加等を受け、中国
のLNG輸入が大幅に減少し、その他のアジア新興需要
国も高値を嫌気してスポットLNG調達量が減少するた
め、合計の需要減退は32MTにのぼると予測している。
　このほか、2021年に渇水による水力発電補完のため
急増したブラジルの LNG輸入量は平年並みに戻る

（-6MT/y）。
　上記を合計すると、2022年の世界のスポットLNGの
需給はほぼバランスする見通しとなった。
　2022年9月末の時点で、欧州が追加で調達するLNG
の8割がアジア新興需要国からの引きはがしによるもの
と分析された。なお、ここで、2022年の新興需要国の
LNG需要は対前年5%成長を見込んだ。

図23 欧州追加調達とアジア各国の需要減退（2022 年 9 月以降は予測）

出所：各種資料により JOGMEC 作成

（MT/m）
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石油輸入の90％近くがこの禁止措置の対象となるだろ
うと述べた。この妥協案は、ドルジバ・パイプラインを
経由するロシア産原油の輸送を「当分の間」禁輸措置の対
象外とし、ロシア産原油の海上輸入に制裁を科すという
ものであるが、例外措置を受けたハンガリーなどがロシ
ア産原油を安く入手できる一方、より高価な代替原油を
手に入れなければならないのは不公平だと考える国もあ
る。
　（内容）
 ・海上輸送によるロシア産原油のEUへの輸入について、

スポット取引および既存契約取引は6カ月間、石油精
製品は8カ月間の猶予期間後禁止。

 ・ハンガリーの主張を受けて、パイプライン経由の原
油輸入は禁止対象から除外（除外期間未定）。

 ・ブルガリアは、2024年末までの海上輸送によるロシ
ア産原油と石油精製品の輸入が可能。

 ・クロアチアは、2023年末までのロシア産減圧軽油の
輸入が可能。

 ・ロシアから第三国への石油輸送について、6カ月の猶
予期間の後、EUからの海上保険など輸送関連サービ
スの提供を禁止。

 ・ロシア最大手・Sberbank、Credit Bank of Moscow、
Russian Agricultural Bank、 さ ら に、Belarusian 
Bank for Development and Reconstructionを、
SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication：国際銀行間通信協会）システム
からの排除対象に追加。

 ・化学兵器に使用される可能性のある化学品80品目を
輸出禁止品目に追加。軍事産業の強化につながる可能
性のある企業・団体も追加。

 ・EU域内の資産凍結、資金提供の禁止、域内への入域
禁止の対象を、新興財閥（オリガルヒ）や軍・政府関係
者など65人、18団体に拡大。

　ただ、7月に英議会が承認したのは、ロシア産の原油
を積んでイギリスに向かう船のみで、第三国へ輸送する
場合の保険契約は禁止されないなど、エネルギー高騰の
悪影響を考慮して一部制裁の後退も発生している。

　4月のEUの対ロシア経済制裁第4弾採択時、すでに
ガスを制裁対象とする可能性について言及されている。
　4月6日、ミシェル欧州理事会議長は、「ウクライナへ
の侵攻をめぐるモスクワへの圧力を維持するため、遅か
れ早かれロシアのガス輸入に対して行動を起こす必要が
ある。新しいパッケージには、石炭輸入の禁止が含まれ
ている。そして、石油、さらにはガスに関する措置も遅
かれ早かれ必要になると思う。2021年に合計155Bcm
となるロシアからの輸入は、EUのガス需要の40％を満
たしているからだ」と述べた。
　一方、4月8日、ドイツ・ショルツ首相はドイツのロ
シア産ガス輸入への依存を解消することは「そう簡単で
はない。ドイツではロシアのエネルギーからできるだけ
早く離脱するためにできる限りのことを行っている」と
述べた。
　ロシアのガスを他の供給源で代替し、需要を満たす十
分なガスの量を確保することは現在「実現不可能」であ
り、まずインフラを整備する必要があるとして、FSRU

（Floating Storage & Regasification Unit：洋上貯蔵再ガ
ス化設備）の配備を中心に、ドイツはLNG輸入インフラ
の整備を急いでいる。
　なお、これより前の3月下旬、ドイツ・ハーベック経

済相は、ドイツは2024年半ばまでにロ
シアのガスへの依存を解消できると述べ
ていた。ドイツのガス需要に占めるロシ
ア産ガスの割合は、すでに 2021 年の
55％から第1四半期末には40％程度に
低下しており、この時点では、今年中に
ロシアからのガス輸入を30％に減少さ
せることを当面の目標としていた。

（2） ロ シ ア パ イ プ ラ イ ン ガ ス 減 量 を

LNGで補完できるか？

　例年の欧州向けロシアパイプラインガ
ス輸出量155Bcm/yはLNG114MTに相
当し、この量は、世界のスポットLNG
量121MT（2022年予測）とほぼ等しい。

図24 世界のスポット LNG 量と
欧州向けロシアパイプラインガス量の比較

出所：GIIGNL、IEA、Platts ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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　万一、欧州向けロシアパイプラインガスがゼロとなっ
た場合、それを埋め合わせるためには、世界のすべての
スポットLNGが必要となる。つまり、その他のすべて
の国のスポットLNG調達ができなくなる計算となる。
　LNG買主は、長期契約で需要のベース部分を賄い、
変動部分をスポットLNG追加調達によって調整してい
る。2021年の日本のスポット・短期LNG量は16MTで、
全調達量の22%を占めたが、ロシアパイプラインガス
が減量された場合、この2割を欧州と取り合うことになっ
てしまう。

（3） ロシアパイプラインガス輸出のアジアシフトは可能

か？＊6, 7

　旧ソ連時代から、ロシアの石油・ガス輸出パイプライ
ン網は、欧州用として西側に向けて整備されてきた。
　東側への供給が始まったのは、2009年の東シベリア・
太 平 洋 原 油 パ イ プ ラ イ ン（ESPO、Eastern Siberia 
Pacific Ocean）第1ルートが初めてである。ガスは2019
年に「シベリアの力」パイプラインが中国への供給を開始
した。
　ロシアは中国とのエネルギー安全保障関係を強化し、
中国へのガス輸出量を最終的に130Bcm/yまで増やし、
東方市場への移行を加速しようとしている。
　2022年2月、Gazpromは中国・CNPCと「極東ルート」
での10Bcm/yのガス販売に合意したが、現在、供給源
の開発が停滞している。

　朝日新聞によると、9月15日、中国・習主席、ロシア・
プーチン大統領、モンゴル・フレルスフ大統領は、シベ
リアの力2（輸送能力50Bcm/y）建設計画を推進してい
くことに合意したと報道された。
　2021年のロシアガスの東側への輸送は10Bcm/yと、
西側の欧州への148Bcm/yに比べれば、わずか15分の
1に過ぎない。
　欧州への供給ソース源である西シベリアガス田と、中
国向けシベリアの力パイプライン（2014年契約締結、
2019年後半稼働、2024年に38Bcm/y、30年間）の間
にはつながりがなく、東側へガスを輸送するには、新た
なパイプラインが必要となるがシベリアの力2が建設さ
れれば、これを解決することになる。ただし、インフラ
整備には時間がかかる。ちなみに、既設のシベリアの力
は、プロジェクト合意から運用開始までに5年を要して
いる。さらに、シベリアの力の建設コストは680億ドル
程度であったが、シベリアの力2は、作業道路などのイ
ンフラがなく、距離も長いため、1,000億ドルにも上る
かといわれれている。

（4）ロシアLNG禁輸の影響＊8

　ロシアLNG（ヤマル、サハリンII LNG）の生産量は、
29MTで、世界のLNG貿易量の7%を占める。
　2021年実績では、ヤマルLNGは、欧州に13MT（67%）、
アジア6MT（33%）が輸出されたが、そのうち、対ロシ
ア経済制裁に参加する欧州・日本・韓国・台湾向けは

図25 ロシアパイプラインガス全体像

出所：Gazprom ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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15MT（77%）にのぼる。
　また、サハリンII LNGは、100%アジア向けで、日本・
韓国・台湾等に9MTが輸出され、西側制裁対象のロシ
アLNGは、合計24MTとなる。
　ロシアLNGの禁輸には、2種類の解釈がある。

①西側の不買
　現在、LNGは対ロシア経済制裁の対象となってはい
ないが、万一これが実施された場合、経済制裁に同調す
る西側諸国はロシアLNGの輸入ができなくなる。
　ただし、ロシアLNGが生産され続けている限りは、
世界のLNG供給量全体のパイは縮小しないため、制裁
不参加国を経由したLNGの玉突き調達が発生し、大き
な混乱は発生しないと考えられる。
　ここで、制裁に同調しない中国やインド、アジア新興
需要国などが、日本等が買わなくなったサハリンII 

LNGをスポットとして調達する一方、日本等はサハリ
ンII LNGから長期契約で安定的に調達できていたLNG
をあきらめ、代替として価格変動の大きいスポット
LNGを市場から調達しなければならないため、日本平
均輸入LNG価格が上昇を招く可能性が高い。

②生産等全停止
　トラブル等の発生によって、または、LNG液化設備
の稼働が停止したり、さらに、今後立ち上がる予定の
LNGプロジェクトの遂行が凍結されてしまった場合は、
LNG供給のパイ自体が減少するため、世界のLNG需給
に大きな影響を与えることになる。特に需給が逼迫する
2025年頃までは、他の短期的な代替手段がなく、石炭
や石油などの他燃料に頼らざるを得ない状況となってい
る。
　サハリンII LNGでは、毎年7、8月に2トレインから

図26 欧州向けロシアパイプライン

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

パイプライン 輸送能力
（Bcm/y）

現在の輸出量
(Bcm/y)

輸送余力
(Bcm/y) 備　考

ノルドストリーム 55 70 0 2022年6月までフル稼働中。その後コンプレッサー修理を理由に減量。
ノルドストリーム2 55 0 55 建設完了、使用前審査一時停止中。
ヤマルヨーロッパ 33 3 30 2020年5月長期輸送契約終了。ロシア対抗措置で停止中。
ウクライナ経由 142 19 123 ロシアウクライナ輸送契約最低流量：2020年65Bcm/y、2021-24年40Bcm/y
トルコストリーム 31.5 35 0 2020年スタート。
ブルーストリーム 16 16 0 2005年スタート。
TAP・TANAP 10 10 0 2020年末スタート、拡張計画あり。

トランスMED 35 20 15 2021年11月、スペイン向けモロッコ経由GME PL契約終了。原料ガス余力
はあるがアルジェリア国内需要も増加中。
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なる液化設備の定期修理が実施されてい
る。定期修理には、長期と短期があり、
1年毎に交互に期間、内容の異なるメン
テナンスが行われる。定期修理は、そも
そも故障によるトラブルを未然に防止す
るために実施されるものであるが、設備
の停止・再スタートなど、多くの非定常
作業を伴うため、実はその前後でのトラ
ブル発生が顕著な傾向がある。2023年は、
短期定期修理が実施される予定である。

図28 ロシア LNG 中の西側制裁対象

出所：GIIGNL ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図27 中国向けロシアパイプライン

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

パイプライン 輸送能力
（Bcm/y）

現在の輸出量
(Bcm/y)

輸送余力
(Bcm/y) 備　考

① シベリアの力 38 16 22 2019年末スタート、現在ランプアップ中。60Bcm/ｙまでの拡張計画あり。

② シベリアの力2 50 － － 2024年スタート、2027年運用開始の可能性あり。

③ SKV中国支線 10 － － 2022年2月ガス供給契約締結。建設スケジュール未定。

SKV
中国支線



222022.9 Vol.56 No.5

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

4. ロシアの逆襲

　西側先進諸国を中心とした経済制裁に対し、ロシアも
反撃を実施している。

（1）ルーブル払い＊9

　3月31日、プーチン大統領はEUのガス買主に対し、
新たな通貨換算メカニズムを通じてルーブルで支払う
か、供給を停止されるリスクを負うことを求める新たな
法令に署名した。4月下旬、ルーブル建てでの支払いを
拒否したためポーランドとブルガリアはロシアのガス供
給を断たれた。この措置により、ロシアの供給信頼性に
対する新たな懸念が生まれ、TTFは高止まった。
　5月17日、イタリア・Eniは、ロシアの要求どおり、
Gazprombankにユーロ建てとルーブル建ての2つの銀
行口座を開設する手続きを開始したと発表した。Eniは、
Gazprombankに「契約上の権利を害することなく」2つ
の口座を開設し、ガス代は引き続きユーロで支払う。そ
の後、モスクワ証券取引所の清算機関が48時間以内に
ユーロをルーブルに交換する。清算機関を利用すること
で、EUの制裁対象であるロシアの中央銀行がこのプロ
セスで役割を果たすことはない。Eniは、Gazpromが、
通貨交換に何らかの遅延や技術的な問題が発生した場合

でも、ガス供給に支障をきたさないことを確認したと述
べた。
　欧州委員会は、Gazpromのルーブル建て口座を開設
しただけでEU制裁に違反するとの立場を崩しておらず、
EUのガイドラインでは、ガス購入者は、ガス供給契約
に定められた通貨（通常はユーロかドル）で送金が行われ
た場合、支払いプロセスが完了したと宣言することが求
められた。また、Gazprombankにルーブルの銀行口座
を開設しないよう企業に助言したが、EUが文書で示し
た指針によると、既存契約で合意した通貨で支払い、そ
の通貨の支払いがあった時点で契約履行を宣言すれば、
企業は制裁に違反せずにロシアパイプラインガスを購入
できる。ただ、これらの支払いのためのロシア通貨に交
換するためのルーブル口座開設が違反に当たるかは明示
していなかった。ロシアパイプラインガスの購入を継続
できるよう、欧州買主側から見れば、ユーロで支払った
といい、Gazprom側から見ればルーブルで支払われたと
いえるよう、意図的に曖昧になっているとの見方も示さ
れている。
　5月24日、ロシア・ノバク副首相はGazpromの顧客
の半数がGazprombankに口座を開設していると述べた。

コラム EU 第 5 次制裁、ロシアへの LNG 装置輸出を禁止

　4 月 8 日、EU の第 5 次制裁措置が発表された。内容は、ロシアからの石炭輸入の禁止（4 カ月間の停止期間）、ロシア系銀行 4 行

の取引禁止と資産凍結、ロシアおよびベラルーシの EU 域内における貨物輸送業者の入港禁止、ロシア籍船の入港禁止（エネルギー

およびその他一部の貨物は例外）、輸出入禁止の拡大などであった。

　その中で、ガスの液化に使用される物品および技術について、EU 域内であるか否かにかかわらず、ロシア国内の個人または団体

への販売、供給、移転、輸出、またはロシア国内での使用が禁止された。

　ガス冷却用プロセスユニット、炭化水素の分離・分別用プロセスユニット、天然ガスの液化用プロセスユニット、コールドボックス、

低温交換器、低温ポンプ等のロシアが国内に類似品を持たない機器が対象となっている。

　Arctic LNG 2 第 1 トレインは 80％以上が完成し、主要機器はすでにすべて供給され無事立ち上がるといわれているが、制裁によ

る資金難で 2023 年に予定されている立ち上がりが遅れる可能性がある。また、第 2 トレインと第 3 トレインについての状況は不透

明となっている。

　また、サハリンⅡ LNG、ヤマル LNG のメンテナンス用部品供給への影響も懸念される。

　（対象機器リスト）

　・ex 8418 69 00 Process units for gas cooling in the LNG-process

　・ex 8419 40 00 Process units for the separation and fractionation of the hydrocarbons in the LNG-process

　・ex 8419 60 00 Process units for the liquefaction of the natural gas

　・ex 8419 50 20, 8419 50 80 Cold boxes in the LNG-process

　・ex 8419 50 20 or 8419 50 80 Cryogenic exchangers in the LNG-process

　・ex 8414 10 81 Cryogenic pumps in the LNG-process
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　なお、ルーブル払いの義務は、Gazpromのパイプラ
インガス供給契約を有する非友好国の需要家に限定さ
れ、Gazprom以外のLNG事業者との契約は対象外とさ
れた。
　そもそも、契約書中にルーブルで支払う必要があると
いう条項は存在せず、この強要は契約上の義務違反であ
る。それでも、ロシアがルーブル払いを強要する理由は
何であろうか？次のように推測されている。
① 一方的な要求を押し付け、買いたいならそれに従えと

する強さの誇示と、買いたいならロシアの無理難題に
も従わなければならないという欧州側の雰囲気の醸
成。

② ロシアのガスの輸出代金をルーブル決済に変えると、
ルーブルの需要が増加し、ルーブル安を抑制すること
ができる。同時に、過剰なルーブル高はドル・ユーロ
建てのガス売上のルーブル換算収入を低下させる側面
もある。

③ 事情の異なる各国に無理を押し付け、欧州連合の統一
戦線を分裂させ、ひいては、欧州内の仲間割れを期待
する。

④ ロシアの要求に従わない国をあぶりだす効果と、自国
の影響力のモニタリング効果への期待。欧州側にとっ
ても、ロシアパイプラインガス代替の準備が完了した
国は、従わなくてもよい立場を明示する機会ともなる。

⑤ 従わなかった国へのガス供給を停止するという高い
ニュース性に続く欧州ガス市場の混乱とガス価格の高
止まりへの期待。

（2） 欧州向けロシアガス供給停止＊10

　4月から6月にかけて、ロシアは主にルーブル払いの
指示不履行を理由として以下の国々へのガス供給を減
量・停止した。

①ポーランド、ブルガリア
　4月27日、Gazpromは、ポーランドとブルガリアがルー
ブルでのガス料金の支払いを拒否したため、両国への輸
出を停止した。なお、ロシアパイプラインガス輸出契約
量は、ポーランド10Bcm/y、ブルガリア3Bcm/yであっ
た。
　ポーランド・PGNiGは、声明の中で、4月末のガス貯
蔵量は75％と例年の40%よりかなり多く、ドイツやチェ
コからのパイプラインガス輸入、シフィノウィシチェ
LNG受入基地でのLNG輸入、国内ガス生産など、ロシ
アパイプラインガスの流量減少を補うための供給源が複
数あると述べた。

　ブルガリアは、トルコからのパイプラインガス輸入、
ギリシャからのLNG再ガス化ガス輸入、9月に稼働予定
のギリシャ -ブルガリア間のガス相互接続パイプライン

（IGB：Gas Interconnector Greece-Bulgaria、3Bcm/y）
を使った中央アジアガス供給の増加により対応可能と述
べた。

②オランダ
　6月1日、オランダ・GasTerraは、ルーブルでの支払
いを拒否したため、ガス供給が停止された。Gazprom
との契約が切れる2022年10月1日までの間に供給され
るはずだったガス量は2Bcmにのぼる。GasTerraは、
この事態に備えており、代替供給についてすでに手当て
済み。

③ドイツ
　6月1日、イギリス・Shell Energy Exportのドイツ向
け小ロットパイプラインガス供給が停止されたことが確
認された。最大供給量は1.2Bcm/yであったが、欧州ガ
ス市場から追加調達された。

④デンマーク
　5月31日、デンマーク・Orstedは、Gazpromへのルー
ブル建て支払いを拒否したため、ロシアのガス供給を断
たれた。
　Gazpromはデンマークに1.4Bcm/yを供給していたが、
デンマークのガス需要は小さく、市場からの代替調達が
可能であった。

⑤フィンランド
　5月21日、フィンランド・Gasumは、ロシアパイプ
ラインガスのルーブルでの支払いを拒否したため、
Gazpromからのガス供給が停止された。
　ロシアからのガス輸入量2Bcm/yはエネルギー需要の
5％に過ぎず、また、フィンランドは、エストニアとの
間のパイプラインであるバルチックコネクターを通じて
供給を多様化し、ロシアのパイプラインガス輸入停止に
すでに備えていたため、市場への影響は小さかった。

⑥リトアニア、ラトビア、エストニア
　4月22日、バルト3国のリトアニア、ラトビア、エス
トニアは、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け
て、ロシアガスの調達停止を発表した。ガスの購入を停
止することで、エネルギー分野でのロシアの影響力を排
除し、軍事侵攻を進めるプーチン政権に対する圧力を強
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めるねらいがあったとみられる。
　バルト3国のガス需要は小さく、リトアニアは2.3Bcm/
y、ラトビアは1.5Bcm/y、エストニアの需要は、0.5Bcm/
yである。
　リトアニアのガス需要は、リトアニアFSRUで輸入さ
れるLNGによる代替が可能で、ラトビアとのガスイン
ターコネクター、そして5月1日からはポーランド-リ
トアニア間のガスインターコネクター（GIPL：Gas 
Interconnection Poland–Lithuania）経由でもバックアッ
プされる。バルチックコネクターで連系するフィンラン
ドにFSRUを設置する計画もある。
　ラトビアは2023年からのロシアパイプラインガスの
輸入を禁止すると発表したが、その後、7月30日から8
月4日まで、ロシアはラトビアへのガス供給を停止した。
ルーブルによる支払いを拒否したことを理由とする事実
上の報復とみられたが、その後、いったん再開された。
　エストニアは、以前から年内にロシアパイプラインガ
スの輸入を原則終了することとしていた。

　ここで、ロシアによる各国へのガス供給停止の目的を
まとめる。

①欧州の分断
　EUは文化的背景や、社会的、経済的状況の異なる国々
の集まりである。
　ロシアのパイプラインガス供給停止について、予め対
策を取ってきたポーランドや、依存度の低いイギリスは
強硬案を主張し、一方、効果的な代替案に乏しいドイツ
やイタリアは、ブーメラン効果が大きく、自ら禁輸に踏

み切ることができない。
　すなわち、あえてガス供給を受けざるを得ない国々を
親ロ派として囲い込み、反ロ派をガス供給を停止するこ
とで窮地に追い詰めることによって意見の相違を際立た
せ、仲たがいを助長することによってEU自体を不安定
化し、あわよくばその分解まで企てている可能性がある。

②ガス価格のつり上げ
　無理強いしたルーブル払いや根拠のないノルドスト
リーム修理を理由としたガス供給停止など、ロシアの奇
策に欧州ガス市場は混乱を繰り返し、結果として、
TTFは高止まりを継続している。これは、ロシア収入
増と直結し、継戦能力を高めることになる。
　ガス供給停止は、アナウンスメント効果が大きい一国
単位とし、また、契約終了が間近で影響が少ないポーラ
ンド、ブルガリア等が選択された可能性がある。

（3）ガスと石油の違い

　資源国ロシアの財政は、エネルギー輸出によって支え
られている。その2本柱が、原油・石油製品とガスである。
　原油は、ガスの3倍の収入額を誇り、国家予算の3割
を占める。ディスカウントの必要があるとはいえ、現状
の高油価からの値引きであれば、十分な超過利潤が得ら
れている。ただ、万一OPECプラスの団結が緩み他の国
が増産に鞍替えした場合、または、世界経済が減速した
場合、原油価格は下落してしまう。また、ロシア船の入
港禁止が適用されれば取引量が減少する。戦略備蓄取り
崩しによっても一時的に原油価格は下落する。買主は安
価な原油を望んではいるが「ロシアの原油」が欲しいわけ

表4 ロシアにとってのガスと石油の違い

出所：各種資料により JOGMEC 作成

パイプラインガス 原油・石油製品

国家収入への寄与 1割（会社収入の1/3が国家へ） 3割

欧州の依存度 31%（2020年） 28%（2020年）

代替エネルギー有無 代替となる世界のLNG供給余力は限定的 OPECプラス増産など代替供給源あり

制裁逃れ 不可、LNG液化能力拡張・中国等東向け輸出能力の開発に
は時間がかかる

海上輸送が7割で制裁不参加国へは輸出可能

制裁対象化 対象にできない
（ドイツ・イタリア等大国が反対）

第6弾で対象化（ハンガリーは反対）

価格支配権 パイプラインガス減量を通じて欧州、全世界のガス・LNG
価格を操作できる

OPECプラス、調達時のディスカウント等、他国が価
格操作可能

武器としての能力 高い 低い

結論

制裁対象とされる可能性は限定的で価格もロシアがコント
ロール可（＝安定財源）
代替策がないまま停止された場合、欧州の方が不利
戦況が長期化しても効果は継続
EU分裂の誘引に効果的

制裁不参加国への販売は続くが、OPECプラス増産に
よる価格低下で今後は収入減か
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ではない。
　一方、ロシアにとってのガスは特別な武器である。
　ロシア一国が、欧州ガス価格、そしてそれに連係する
世界のスポットLNG価格のキャスティングボートを
握っている。パイプラインガスは、原油などとは異なり
ディスカウントされることなく、欧州ガス市場システム
に則った取引および市場価格による安定収入が期待でき
る。さらに、自国からのパイプラインガス供給量を調整
することによって、ある程度の価格のマニピュレーショ
ンが可能である。
　対する欧州各国には、短期的にはロシアパイプライン
ガス途絶に対する有効な代替手段がない。欧州買主は「ロ
シアのパイプラインガス」が必要なのである。供給停止
を最後通牒として突き付けることができる、この争いを
戦ううえでのかけがえのない武器である。
　大量のLNG輸入のみがこの状況を解決できるが、少
なくとも短期的には、世界のLNG供給余力と、欧州の
LNG受入能力は限定されており、この状況を十分に解
決することはできない。

（4） 非友好国指定と西側企業への制裁

　3 月 7 日、 ロ シ ア は、 日 本 や ア メ リ カ、
EU、イギリス、韓国、台湾などの48の国と
地域を「非友好的な国と地域」に指定した。
　「非友好的な国と地域」がロシアからガスを
購入する際には、ルーブルでの支払いしか認
められない。
　対象となったのは、ロシアによるウクライ
ナへの軍事侵攻が始まった後にロシアに対し
制裁を課したか、または制裁に加わった国と
地域である（アメリカ、カナダ、EU27カ国、
イギリス、ウクライナ、モンテネグロ、スイ
ス、アルバニア、アンドラ、アイスランド、
リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、
サンマリノ、北マケドニア、日本、韓国、オー
ストラリア、ミクロネシア、ニュージーラン
ド、シンガポール、台湾）。
　5月11日、ロシアは、すでにドイツ政府管
理 下 に 置 か れ て い た 旧 Gazprom傘 下 の
Gazprom Germaniaの子会社を含む31社に
制裁を科した。
　ヤマルヨーロッパパイプラインのポーラン
ド側の所有者であるEuroPolGazに対しても
制裁が発動され、その結果、このパイプライ
ンの利用は禁止されることになった。
　EuroPolGazは、ヤマルヨーロッパガスパ

イプラインのポーランド側684kmを所有しているが、
Gazpromはその48 ％の株式を保有し、ポーランド・
PGNiGが48％、Gas-Trading SAが残りの4％を保有し
ている。
　なお、ヤマルヨーロッパパイプラインはポーランド経
由でロシアのガスをドイツまで運ぶ重要な輸送ルートで
あったが、この経路でのガス輸送量は2021年後半から
すでにほぼゼロとなっていたため、市場への影響は小さ
かった。
　5月28日、ポーランドの気候・環境相は、このロシア
の制裁を受け、ポーランドを通過するヤマルヨーロッパ
パイプラインのガス供給や関連施設の維持管理などにつ
いてロシア側と結んでいた協定を打ち切ったと発表し
た。協定には同パイプラインを通じたガス輸出と関連施
設の建設や維持管理などが盛り込まれていた。

ロシアフィンランド
Gasum
2Bcm/y

フィンランド
Gasum
2Bcm/y

エストニア
0.5Bcm/y
エストニア
0.5Bcm/y

ラトビア
1.5Bcm/y
ラトビア

1.5Bcm/y
リトアニア
2.3Bcm/y
リトアニア
2.3Bcm/y

ポーランド
PGNiG

10Bcm/y

ポーランド
PGNiG

10Bcm/y

ブルガリア
Bulgargaz 3Bcm/y

ブルガリア
Bulgargaz 3Bcm/y

ドイツ
Shell Energy Export

1.2Bcm/y

ドイツ
Shell Energy Export

1.2Bcm/y

オランダ
GasTerra
2Bcm/y

（6/1-9/30分）

オランダ
GasTerra
2Bcm/y

（6/1-9/30分）

デンマーク
Orsted

1.4Bcm/y

デンマーク
Orsted

1.4Bcm/y

図29 ロシアパイプラインガスの供給が停止された国々
（2022 年 6 月時点）

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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（5）ウクライナFM宣言＊11, 12, 13

　5月10日、ウクライナ・GTSOUは、ロシアが占領し
たウクライナ東部ソクラニフカに流入するガスの流れを
停止する不可抗力を宣言した。また、同じくウクライナ

東部ノボプスコフのコンプレッサーステーションをもは
や運用管理できないとも述べた。
　ウクライナ側で最初のノボプスコフコンプレッサース
テーションは最大33Mcm/dの輸送が可能で、これはウ

図30 欧州各国のロシアパイプラインガス依存率と供給停止国（2022 年 6 月時点）

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図31 ウクライナのガス輸送設備

出所：GIE ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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クライナ全体の輸送容量のほぼ3分の1にあたる。
　幹線を管理するGTSOUはGazpromに対し、これま
でソフラニフカからウクライナに流入していた流量を、
スジャ経由に振り向けるよう提案したが、Gazpromは、
技術的に不可能であると述べた。翌5月11日、Gazprom
は、不可抗力宣言は正当化できないとしてロシアのソ
ユーズパイプラインのバルブを閉め、ウクライナへのガ
スの流れを遮断した。
　ウクライナは、ロシアが占領している地域に供給する
ために、Gazpromが$30M相当のガスを無断で持ち出し
たこともFM宣言の理由としている。
　5 月 27 日、Naftogazは、FM宣言後、Gazpromが輸
送料を一部しか支払っていないことを発表した。この宣
言以降、ウクライナを通過するロシアのガス流量は、契
約最低輸送量の40Bcm/yを下回る12Bcm/yに減少して
おり、現在はスジャ国境地点からのみ供給されている。
　2019年12月からのウクライナ経由欧州向けロシアパ
イプラインガス輸送契約合意の一部として、Naftogazは、
それ以前のGazpromに対するすべての未解決の総額
$12.2Bの仲裁請求を取り下げることに同意していたが、
今回のGazpromの契約違反によって、もう一度請求を
追求することになると述べた。
　9月27日、Gazpromは、最近の仲裁申し立てに対す
る報復として、Naftogazに制裁を課し、ウクライナ経
由ガス輸送を含むすべての取引も停止する可能性がある
と述べた。

（6）サハリンIIロシア法人への変更

　6月30日、経済制裁を科した米国などの非友好的行為
から国益を守るため、サハリンIIの事業や権益を新会社
に引き継ぐことを命じるロシア大統領令が成立した。
　なお、同日、NATO（北太平洋条約機構）首脳会議が
閉幕し、フィンランドとスウェーデンの加盟に向けた手
続きを正式に始めることが決定された。これに対し、プー
チン大統領は、相手に同等の脅威を与えなければならな
いと強く牽制していた。
　7月4日、Gazprom幹部は、非友好国向けのLNG輸出
に関し、ルーブルでの支払いを求めることを提案した。
7月末、Sakhalin Energyが、LNG代金の支払い先を、
欧州銀行のモスクワ支店に、また、決済通貨を、日本円、
中国人民元、韓国ウォンなどに変更するよう各社に打診
した。
　8月2日、ロシア政府から、ユジノサハリンスクに新
しい事業者Sakhalinskaya Energijaを3日以内に設立す
る命令が出された。

　8月5日、新会社は、英語名Sakhalin Energy Limited 
Liabilityで登録され、ロシアの国立企業登録に追加され
た。
　8月16日、新会社への事業移管に関する通知が複数の
日本企業に届いていることことがわかった。
　8月17日、新会社は以前と同じ価格や契約量で引き続
き契約を結ぶよう通知し、決済手続きについて、ドル建
てでGazprombankに支払うよう指示した。
　8月30、31日、ロシア政府は、サハリンIIプロジェ
クトの株式を日本の三井と三菱に譲渡することを承認し
た。
　9月1日、Shellは、ロシア政府に、新会社の株式を非
有しないことを通知した。
　9月6日、ロシア政府は、以下の出資者候補の資格要
件を発表した。
 ・ 4MT/y以上のLNG生産プロジェクトの参画と、累積

生産量40MT以上の生産実績。
 ・4MT/y以上のLNG生産プラントの操業経験。
 ・ 総貨物容積量400万m3以上で10年間以上の定期傭船

契約の締結。
 ・ 累計40MT以上のLNGの国際取引を経験し、5年以

上のLNG供給契約の締結。
　9月7日、NOVATEKが、サハリンIIに参加する意思
を示した。Shell出資分を引き継ぐとの見方が出ている。
出資は、長期契約とは直接関係がないが、LNGの販売
先や価格、重要事項の決定などに影響すると考えられる。
また、ロシア法人への移管が完了し、さらにロシア企業
のシェアが高まれば、ロシア政府の関与がさらに強化さ
れるとみられる。
　ちなみに、日本企業については、商社2社が上流権益
合計22.5%を保有し、長期LNG売買契約については、
買主7社が5.2MT/yを調達する状況にある。

（7） 友好国への新規エネルギー供給＊14, 15, 16

　ロシアは非友好国への反力を強める一方で、友好国に
対しては、これまでと同様、エネルギーを用いた囲い込
みを継続している。

①セルビア
　5月29日、セルビアはロシアと3年間のガス購入契約
に合意した。同国はロシアとの緊密な関係を維持しなが
らEU加盟を目指すという政策を取っている。セルビア
は、ガス供給の全量をロシアに依存し、$7/MMBtu前
後の割安なガス価格が適用されている。
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②トルコ
　7月5日、トルコはロシアパイプラインガスに対する
支払いの一部をルーブルに変更することに合意した。輸
送業、農業などでの協力も強化する。ロシアは、制裁の
抜け道としてトルコを経由して石油などの制裁対象品を
欧州に供給しようとしているとの情報もある。
　9月7日、トルコ・エルドアン大統領は、西側諸国の
ロシアに対する挑発的政策を非難し、ロシアの欧州への
ガス供給停止は、ロシアのガス価格上限を提案したEU
とG7の責任であるとの見方を示した。
　トルコのガス輸入量59Bcmのうち、ロシアのガスは
45 ％を占めているが、5 月、ロシアはトルコ向けの
60％を供給するブルーストリームのメンテナンスを理
由とする供給停止をわずか2日前に通告してきたという。
　ロシアはノルドストリームを減量し西側諸国に圧力を
かけているが、トルコに対しても脅しともとらえかねな
いガス供給を実施している。

③ハンガリー
　8月12日、ロシアはトルコストリームと関連する陸上
インフラを通してハンガリーに2.6Mcm/dの追加供給を
開始した。7月末、ハンガリー外相は、2021年9月に契
約した4.5Bcm/yのガス供給に加え、ロシアから更に
0.7Bcm/yのガスを確保するためにモスクワを訪問して
いた。
　さらに、8月31日、ハンガリーは、ロシアパイプライ
ンガス輸入量を増やすことでロシアと合意した。9-10
月に、最大5.8Mcm/dの追加供給を受ける。
　ハンガリーはロシアと比較的緊密な関係を保ってお
り、ロシア産原油の禁輸に対しても異論を唱えてきた。
　今冬のガス使用量の15％削減や一部の制裁措置の発
動にも反対しており、他国へのエネルギーの輸出禁止政
策は、緊急時に近隣諸国がお互いに助け合うというガス
供給の「連帯」についてのEU政策と大きく対立している。

④ブルガリア
　8月22日、ブルガリア・エネルギー相は、ロシアパイ
プラインガス供給再開を希望していると述べた。ブルガ
リアは、ロシアと2.9Bcm/y、10年間（2022年末終了）
の長期ガス供給契約を結んでいるが、4月下旬、ルーブ
ル払いを拒否したため、現在、ガス供給を停止されてい
る。8月に成立した暫定政権は、アゼルバイジャンやト
ルコとの交渉も進めながら、より安価なガスを調達する
ためにはロシアパイプラインガスの供給が必要との立場
を取っている。

（8）ノルドストリーム減量＊17, 18

　6月以降、Gazpromは、タービンのメンテナンスに関
する不具合を理由として、ノルドストリームによる欧州
向けパイプラインガス流量を大幅に削減し、それ以降、
TTFは記録的な高値を継続している。次にこれまでの
経緯をまとめる。
　6月14日、Gazpromは、Siemens Canadaにメンテナ
ンスに出していたタービンの返送が遅れているため、短
期的にノルドストリームパイプライン経由の欧州へのガ
ス 供 給 を 60%ま で 削 減 す る と 発 表 し た。Siemens 
Canadaは、カナダが科した対ロシア経済制裁の影響で、
モントリオールでオーバーホールしたタービンを
Gazpromに返送できていなかった。
　ちなみに、ノルドストリームのポルトバヤ圧縮機ス
テーションで使用されるタービンは、大型ユニット6基

（071, 072, 073, 074, 075, 076）と小型ユニット2基（120, 
121）の計8基で構成され、ノルドストリームが定格
100%の輸送能力を発揮するためには、大型タービン5
基を稼働させる必要がある（6基目はバックアップ用）。
　6月16日、Gazpromは、このタービンのメンテナン
ス問題を理由として、ノルドストリームの流量を更に
40%までに削減した。
　なお、同日、ドイツ、フランス、イタリアなどの首脳
がウクライナの首都キーウを初めて訪問し、対ロシアの
結束を確認し、ウクライナのEU加盟候補国への指名に
向けて強い支持を表明していた。
　この40%までの減量を受けて、6月23日、ドイツは、
欧州ガス供給安定化規則の第2段階に移行した。
　7月9日、カナダ天然資源相はSiemens Canadaに対し、
修理したノルドストリーム用のタービンのドイツへの返
却を許可する「期限付きかつ取消可能な」許可を与えると
発表した。
　これは、Gazpromのすべての設備機器を対象とする
制裁の2024年末までの解除措置である。
　カナダ政府は、当初、対ロシア経済制裁を理由に設備
の輸送に難色を示していたが、ドイツ経済などが深刻な
困難に陥るリスクがある、としてこれを許可した。
　なお、空輸されたタービンは、本来、9月から使用予
定の交換用であり、6月のガス減量とは無関係との指摘
もある。
　7月13日、Gazpromは、Siemens Canadaからポルト
バヤ・コンプレッサーステーション用の修理中のガス
タービンをカナダから持ち出すことを許可する文書を受
け取っていないため、ポルトバヤ・コンプレッサーステー
ションの運用が引き続き不透明であると述べた。
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　7月14日、Gazpromは、欧州各社に対し、6月14日
以降に遡り、異例の状況下にあるためガス供給を保証す
ることができないとFMを宣言した。これに対し、ドイ
ツ・Uniperは、不当な宣言であり正式に拒否したと発
表した。
　7月16日、Gazpromは、タービンが返却される保証
がないと主張し、Siemens Canadaに対し、ノルドスト
リームを確実に稼働させるため、カナダで修理したター
ビンの輸出許可証を取得するよう正式に要請した。また、
タービンの補修・整備に関する義務を無条件で履行する
よう求めた。

　7月17日、タービンがカナダで修繕作業を終えドイツ
に輸送されたが、ロシアが輸送許可を出さないため、ド
イツ国内で足止めされた。
　7月25日、Gazpromは、ノルドストリームのタービ
ンがカナダのモントリオールからロシアに返送される途
上にある旨が記された書類を受け取ったが、以前から指
摘しているリスクが取り除かれていないと述べた。
　7月末、ロシアのプーチン大統領は、シュレーダー元
ドイツ首相と会談し、欧州向けパイプラインガス輸送に
は、ノルドストリーム２が利用できると説明した。
　8月3日、ドイツのショルツ首相は、国内に留め置か

れているタービンについて、ロシ
ア側が通関手続きを進めず意図的
に輸送を滞らせていると非難し
た。
　8月11日、ロシアは、ポルトバ
ヤタービンのオーバーホールとメ
ンテナンスを許可するには、カナ
ダに加え、EUと英国からの説明
と許可も必要であり、ノルドスト
リーム用のタービンが、EU、カ
ナダ、イギリスの対ロシア経済制
裁に抵触しないことの公式確認を
再び要求した。
　8月19日、ロシアは、8月31日
から9月2日まで、メンテナンス
のためノルドストリームによるガ
ス供給をゼロにすると発表し、そ
の後も油漏れによるトラブルを理
由としてノルドストリームによる
供給を停止している。
　9月26日深夜、急激な圧力低下
が指摘され、その後、バルト海ボー
ンホルム島沖合のノルドストリー
ム2条中の2条、および、ノルド
ストリーム2の2条中の1条で3件
のガス漏洩が検出された。水深
70mの海底を走る強固なガスパ
イプラインの破損は極めて稀であ
り、破壊工作の可能性が指摘され
ている。もともとガスは停止され
ていたため、欧州へのガス供給に
対する影響はなかったが、27日、
TTFは一時急上昇した。海面に
は大量のガスが放出され、船舶の

図32 ノルドストリーム輸出量の減少

出所：Rystad Energy ほか、各種資料より JOGMEC 作成

図33 ノルドストリームのガス漏洩発生

出所：GIE ほか、各種資料より JOGMEC 作成

×

××

ノルドストリーム（1、2 条）

ノルドストリーム 2（1 条）
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5. 欧州の脱ロシアの動き

（1）FSRUブーム＊19

世界・欧州のLNG受入基地
　2021年末現在、世界のLNG受入基地数は158カ所、
合計の再ガス化能力は994MT/yに達した。基地の平均

稼働率は37%であった。
　このうち、FSRUは、近年LNG取引の裾野が広がる
につれ増加する傾向にあり、48隻が就航している。そ
のうち、31隻が受入基地として利用されており、平均

沈没、爆発・火災の可能性があるため、デンマーク、ス
ウェーデン当局によって、航行禁止区域が設定された。
復旧予定。ちなみに、9月27日は、ノルドストリームを

またいで敷設されているノルウェーからデンマークを経
由してポーランドに至るバルチックパイプの開通式で
あった。

受入基地/小規模（稼働中）

受入基地（稼働中）

受入基地/小規模（計画・建設中）

受入基地（計画・建設中）

液化基地/小規模（稼働中）

液化基地（稼働中）

液化基地（計画・建設中）
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（ノルウェー）

Hammerfest LNG (Snohvit)
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  Arzew
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（ノルウェー）
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（ノルウェー）
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（ノルウェー）

（イギリス）
Isle of Grain（イギリス）South Hook LNG

（イギリス）Dragon LNG

Montoir-de-Bretagne
（フランス）

Zeebrugge
（ベルギー）

Fos-Tonkin
(Fos-sur-Mer)
（フランス）

（スペイン）
Mugardos

Huelva
（スペイン）

（ポルトガル）
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Cartagena
（スペイン）

Sagunto LNG
（スペイン）
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（スペイン）

Adriatic LNG
（イタリア）
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 （イタリア）
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（オランダ）
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（ノルウェー）
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Klaipeda (FSRU)（リトアニア）Klaipeda (FSRU)（リトアニア）

 
（フィンランド）

Pori 

Swinoujscie（ポーランド）

Lysekil
（スウェーデン）

Dunkerque LNG
（フランス）

Delimara（FSU）
（マルタ）

Aliaga
（トルコ）

Mosjoen  
（ノルウェー）

（スペイン）
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Kaliningrad FSRU（ロシア）Kaliningrad FSRU（ロシア）

Etki LNG
 (FSRU)

 （トルコ）

Etki LNG
 (FSRU)

 （トルコ）

Krk island LNG（FSRU)
（クロアチア）
Krk island LNG（FSRU)
（クロアチア）

Fos Cavaou
（フランス）

Bahia de Bizkaia Gas
（スペイン）

Shannon LNG
（アイルランド）

Port Meridian
（イギリス）

Porto Empedocle
（イタリア）

（イタリア）
LNG Medgas Terminal

Falconara LNG
（イタリア）

Eagle LNG 
（アルバニア）

Paldiski（エストニア）

Riga（ラトビア）

AGRI LNG
（ルーマニア）

Tallinn（エストニア）

（フィンランド）
Tornio Manga

Rauma
（フィンランド）

（フィンランド）
Hamina LNG

Brunsbüttel
（ドイツ）

Santa Giusta LNG
（イタリア）

Shell LNG Gibraltar 　
（ジブラルタル）

Stade
（ドイツ）

Ravenna LNG 
（イタリア）

（スウェーデン）
Gavle

Skulte LNG terminal (FRU)（ラトビア）Skulte LNG terminal (FRU)（ラトビア）

Venice LNG
（イタリア）

Gdansk（FSRU）
（ポーランド）
Gdansk（FSRU）
（ポーランド）

Yuzhnyi(FSRU)
（ウクライナ）
Yuzhnyi(FSRU)
（ウクライナ）

First Gas(FSRU)
（ウクライナ）
First Gas(FSRU)
（ウクライナ）

Gulf of Saros 
(FSRU)（トルコ）
Gulf of Saros 
(FSRU)（トルコ）

Thrace INGS(FSRU)
（トルコ）
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（トルコ）

Corinth LNG (FSRU)
（ギリシャ）
Corinth LNG (FSRU)
（ギリシャ）

（ギリシャ）
Alexandroupolis

(FSRU)

（ギリシャ）
Alexandroupolis

(FSRU)

Teesside Trafigura 
 (FSRU)（イギリス）
Teesside Trafigura 
 (FSRU)（イギリス）

Finland-Estonia (FSRU)（フィンランド）Finland-Estonia (FSRU)（フィンランド）

Brunsbüttel
 (FSRU)（ドイツ）

Brunsbüttel
 (FSRU)（ドイツ）

Lubmin (FSRU2)（ドイツ）Lubmin (FSRU2)（ドイツ）
Lubmin (FSRU1)（ドイツ）Lubmin (FSRU1)（ドイツ）

Eemshaven
 (FSRU)

（オランダ）

Eemshaven
 (FSRU)

（オランダ）

Predator (FSRU)
（アイルランド）

Predator (FSRU)
（アイルランド）

Le Havre (FSRU)
（フランス）

Le Havre (FSRU)
（フランス）

Snam FSRU 1 (FSRU)
（イタリア）

Snam FSRU 1 (FSRU)
（イタリア）

Snam FSRU 2 (FSRU)
（イタリア）

Snam FSRU 2 (FSRU)
（イタリア）

Viora (FSRU)
（アルバニア）
Viora (FSRU)
（アルバニア）

Dioriga (FSRU)
（ギリシャ）
Dioriga (FSRU)
（ギリシャ）

Argo (FSRU)
（ギリシャ）
Argo (FSRU)
（ギリシャ）

Thessaloniki (FSRU)
（ギリシャ）

Thessaloniki (FSRU)
（ギリシャ）

Toscana
（FSRU)

（イタリア）

Toscana
（FSRU)

（イタリア）

Stade (FSRU)
（ドイツ）

Stade (FSRU)
（ドイツ）

Wihelmshaven
（ドイツ）

Wihelmshaven
 (FSRU1)（ドイツ）
Wihelmshaven
 (FSRU2)（ドイツ）

Wihelmshaven
 (FSRU1)（ドイツ）
Wihelmshaven
 (FSRU2)（ドイツ）

図34 欧州の LNG 受入基地

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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再ガス化能力は3.6MT/y・基である。このほか、通常
のLNG輸送船として6隻が利用され、さらに、5隻が建造・
改造中となっている。
　現在、欧州には37のLNG受入基地があり、定格の再
ガス化能力は184MT/yである。このうちFSRUは、4隻、
13.3MT/yを占める。
　ここで、稼働率を考慮すると、欧州LNG受入基地の
再ガス化能力は、通常オペレーションにおいては
100MT/y、最大でも120MT/y程度と考えられる。
　2021年の欧州LNG受入量は75MT/yであったので、
現在の設備状況での追加LNG受入能力は、45MT/yが
限界となろう。これ以上のLNG受入を可能とするには
基地の大幅な新増設が不可避となる。
　欧州各国は、脱ロシアパイプラインガスを推進するた
めに、緊急にFSRUを確保し、グリッドに接続するために
必要なパイプライン投資を行うことに躍起になっている。
　休眠していたプロジェクトを含め、欧州各地でFSRU
を中心に多くの受入基地新設計画が立ち上がり、現在、
30余りのプロジェクトが検討されているが、4月の時点
で、すでにフリーのFSRUはなく、既設置のFSRUの移
動、LNG船として就航中のLNGRV（LNG Regasification 
Vessel：LNG再ガス化船）の途中解約等によらなければ、
欧州への新たな設置はできない状況にあった。次に各国
の主な動きをまとめる。

ドイツ：RWEとUniper等を通じて6隻のFSRUをリース。
オランダ： エルムスハーフェンに2隻のFSRUを導入す

る契約を締結。9月14日、幹線にガス送出を
開始し、12月初旬のフル稼働を予定。

イタリア：2隻のFSRUの配備を検討中。

フランス： TotalEnergyがルアーブルにFSRUの設置を
検討中。

フィンランド： 自国とエストニアの市場に向けたFSRU
のチャーターに合意。

ポーランド：グダニスク湾へのFSRU設置作業を加速。
ギリシャ： アレクサンドロポリスFSRUを加速し2023

年末までの稼働開始を目指す。
Hoegh LNG： 欧州の高い需要に応えるため、10隻規模

の船団拡張を検討中。また、インド・ジャ
イガラFSRUプロジェクトの大幅な遅れ
を理由に解約権を行使し、このFSRUを
ドイツ向けに転用する予定。

　欧州以外でも、2021年秋のLNG市場の混乱を受けて
セキュリティ強化のための準備を進めていたシンガポー
ルは、発電用燃料供給の確保とウクライナ紛争による混
乱に対するヘッジのためにLNGフローティングスト
レージとして使用するFSRU2隻を傭船した。3月20日、
12 カ 月 の 傭 船 契 約 を 結 ん だ LNG船 GASLOG 
SINGAPOREがまず到着し、4月11日、Q-Max船と同
等の容量を持つFSRUバウヒニア・スピリットが到着し
た。
　ウクライナ侵攻以降、新たに発表されたプロジェクト、
復活したプロジェクトを表5に示す。
　これらのプロジェクトの中には、国が実質的に支援し
ている実現可能性の高いプロジェクトが多く含まれ、全
て実現すれば、2025年までに合計で51MT/yの容量が
追加される。
　ただし、実際のオペレーション上の受入能力としては、
稼働率を60%としても、31MT/yにしかならず、脱ロ

表5 欧州新規受入能力拡張計画

カッコ内は稼働率 60% 時の受入能力
出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

国 設置場所 形式 運用
開始年

再ガス化能力
（MT/y） 推進者

オランダ エルムスハーフェン FSRU 2022 8.0 Gasunie

イタリア ティレニア海 FSRU 2023 3.7 Snam

イギリス ティーズサイド FSRU 2023 5.5 Trafigura

ギリシャ アルゴ FSRU 2023 3.7 Mediterranean Gas

フランス ルアーブル FSRU 2024 4.0 Total、Engie

ドイツ ウィルヘルムスハーフェン FSRU 2024 7.4 Uniper

イタリア アドリア海 FSRU 2024 3.7 Snam

オランダ ゲートLNG 陸上 2024 5.0 Gasunie、Vopak

ギリシャ トレース FSRU 2025 4.0 Gastrade

ドイツ ブルンスブッテル 陸上 2025 5.9 Gasunie、ドイツ政府

合計 50.9（30.5）
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シアパイプラインガスを達成するには、この2倍以上の
基地能力が必要となる。
　ちなみに、表中の計画の4分の3がFSRUで占められ
ているが、明日のロシアパイプラインガス減量さえ懸念
されるなか、FSRUは市場投入までの時間が短く効果的
である。また、脱ロシアと同時に脱炭素を追求する欧州
には、陸上基地より寿命が短いFSRUがかえってニーズ
に適合しているといえる。
　世界のLNG船・FSRUの建造能力は、中国、韓国を
中心に60隻/年程度で、建造には通常3年間かかる。こ
れは、LNG液化設備の建設に必要な5年間より短期であ
り、LNGプロジェクトのFID後に建造を開始しても
40MT/y程度の増産ペースであれば間に合う計算とな
る。
　ただし、好調なLNG船受注を受けて2020年代半ばす
ぎまで、ドックはすべて予約済みの状況にある。
　造船能力を拡張する動きもあるが、日本でも過去そう
であったように、中国・韓国においても、造船の現場は
3K職場として人材の確保が難しくなってきている。
　また、FSRUは、設置場所ごとにオーダーメイドのエ
ンジニアリングが必要でコストアップ要因となってしま
うため、造船所は同型船の連続建造が容易なLNG船を
優先する傾向がある。
　今後のFSRUの追加供給に関しては、旧式のLNG船
を改造した改造FSRUがどの程度建造されるかがポイン
トとなってくるとみられる。
　その後、欧州のFSRU調達はさらに進み、2022年7
月時点で、世界のFSRUのうち、43隻がFSRUとして
使用、または、使用予定となり、残るは経年船を中心と
した5隻のみとなっている。

（2）ドイツを始めとした欧州の対応

①ドイツ、ロシアのガス輸入停止は難しい
　ドイツは欧州随一の工業国であるが、ロシアパイプラ
インガスへの依存率、依存量ともに高かった。
　5月5日、ドイツ政府はエネルギー安全保障強化に向
けた取り組みに関する報告書の中で、年初と比較して、
4月中旬までに、輸入に占めるロシア産の原油の占める
割合は35%から12%に、石炭は50%から8%に低下し
たと報告した。
　ただし、ガスについては55%から35%まで減少したが、
ハーベック経済気候相は、ロシアガス輸入を停止できる
のは早くても2024年夏、と述べている（その後、8月に
は9.5％まで低下したが、依然予断を許さない状況にあ
る）。

　今回の侵攻によって、ドイツ始め欧州各国は、これま
でのノルドストリーム2推進に象徴される親ロシアの姿
勢を改め、矢継ぎ早に脱ロシアパイプラインガスの対策
を示している。

②ドイツ、Gazprom子会社を管理下に
　4月4日、ドイツ経済省は、Gazpromの100％子会社
Gazprom Germaniaを エ ネ ル ギ ー 規 制 機 関・
Bundesnetzagenturの管理下に置いたことを発表した。
Gazprom Germaniaはドイツ国内のガスインフラを運営
していたが、会社売却に関する不明確な手続きや報告義
務違反などがあったため、今回の措置が取られた。
　なお、Gazprom Germaniaは、Gazpromの100％子会
社で、傘下には、イギリス・Gazprom Marketing and 
Trading、スイス・Gazprom Schweiz、ドイツ・WIEH
とWingas（ガストレーダー）、Astora（貯蔵事業者）があ
り、ノルドストリームに接続するNEL（20Bcm/y）と
OPAL（36Bcm/y）パイプライン、現在手続きが停止さ
れているノルドストリーム2パイプラインに接続する
Eugalパイプライン（55Bcm/y）などの資産も所有してい
る。

③ドイツの地下ガス貯蔵在庫目標
　3月上旬、ドイツはTHE（Trading Hub Europe）に対
し、国内地下ガス貯蔵設備へ補充するためのLNG調達
資金を提供した。また、今年初めに施行されたドイツの
ガス貯蔵法は、11月1日までに90％を満たすことを求
めているが（その後95 ％に改正）、これについても、
THEが入札し貯蔵をサポートする。このガス備蓄によっ
て発生する追加コストは、10月以降、ガス課税という
形でエネルギー供給業者や消費者に転嫁される。
　その後、EU、オランダ等も同様の目標を設定した。
　5月19日、欧州議会とEU理事会は、新しいガス貯蔵
目標に合意した。この規則は、EU内のガス貯蔵設備を
冬前に満杯として、「連帯の精神」に基づいて加盟国間で
在庫を共有することを目的としている。6月27日、EU
理事会は同規則を最終的に採択したと発表した。
　（内容）
 ・貯蔵目標：2022年11月1日までに80%。2023-25年

は90%に引き上げ。それ以降、貯蔵目標の義務はな
くなる。

 ・貯蔵義務上限：過去5年間の年間ガス消費量の35%相
当量。LNGや代替燃料を算出に含めることができる。
地下貯蔵施設を持たない加盟国は、過去5年間の平均
消費量の少なくとも15％を他国に貯蔵しなければな
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らない。
 ・キプロス、マルタ、アイルランド：他のガスネットワー

クと直接相互接続されるまでは、規則の適用を免除す
る。

 ・施設の認証：最大規模、および、最近在庫が低水準
であった貯蔵施設は規則発効後150日以内に認証が必
要。その他の施設は18カ月以内に認証を受けなけれ
ばならない。

 ・事業者の認証：適格認証が必要。未認証の場合、EU
貯蔵施設の所有権、または、管理権を放棄しなければ
ならない。

 ・ガス貯蔵施設の閉鎖：規制当局の許可が必要。

　5月27日、オランダ経済省は、西欧最大の地下ガス貯
蔵施設ベルガメールの充填を支援する新たな補助金制度
を開始した。この制度では、貯蔵費用に加えて、現在と
来冬のガス価格との差損が払い戻されるシステムとなっ
ている。予算は最大4億600万ユーロとされた。

④ドイツ、LNG加速法成立
　5月19日、ドイツでLNG加速法が成立した。
　ロシアパイプラインガスへの依存度を早期に低減する
にはLNGの追加輸入しか手がないが、この法律では、
緊急時措置として、新しいLNG受入基地の承認プロセ
スを通常の10分の1に短縮することができるという。
 （内容）
 ・陸上およびFSRU LNG受入基地の承認、発注、審査

手続きを迅速化。
 ・LNG受入基地の環境影響評価の免除。
 ・パブリックコメント期間の短縮（2週間）。

　なお、7月19日、経済省はLNG輸入を加速するため、
国が支援する4基のFSRUプロジェクトの設置場所を決
定したと発表した。政府はUniperとRWEが管理する4
隻のFSRUを、Hoegh LNGとDynagasからチャーターし、
このうち2隻はヴィルヘルムスハーフェンとブルンス
ブッテルに配備され、今冬に運用可能となる予定である。
他の2隻のFSRUはシュターデとルブミンに配置され、
2023年末から稼働する予定となっている。5基目はヴィ
ルヘルムスハーフェンに設置され、2023年末から運用
開始となる見込みである。
　また、Deutsche ReGasが7月13日に発表した民間プ
ロジェクトは、TotalEnergiesがルブミンに配備する
FSRUにLNGを供給する予定となっている。

⑤ エネルギー安全保障法（Gesetz zur Sicherung der 
Energieversorgung：EnSiG）の改正

　6月中旬、ロシアは、ノルドストリーム経由のガス供
給を40％にまで削減した。その結果、Uniperにも契約
量の40％しか供給されなくなり、不足分を割高なスポッ
ト市場から調達せざるを得ず、年末までに100億ユーロ
のコスト増になると試算された。Uniperはノルドスト
リームを通じて最も多くのロシアパイプラインガス供給
を受けていた。
　この状況を受け、7月8日、ドイツ議会はエネルギー
安全保障法の改正を承認した。この改正には、国がエネ
ルギー企業に資本参加するオプションが含まれている。
また、ガス供給会社に対する国の財政支援の強化や、ガ
ス料金高騰を利用者に転嫁することも可能になった。
　7月22日、ドイツ政府は、経営を安定させ、ガスの安
定供給に貢献すべく、Uniperの株式の30%を取得する
と発表した。あわせてドイツ復興金融公庫の融資枠を
20億ユーロから90億ユーロに拡大した。
　8月9日、ロシアのパイプラインガスの代替コストを
消費者に転嫁する新たなガス賦課金が発効した。これは、
2022年10月1日から2024年4月1日まで適用される予
定となっている。
　8月15日、ガス料金に上乗せする賦課金が1世帯年間
480ユーロになると発表された。
　8月17日、Uniperは2022年1-6月期連結決算で最終
損益120億ユーロの赤字を計上した。
　8月18日、ドイツ政府はガスにかかる付加価値税を
10月以降、19%から7%に引き下げると発表した。10
月以降、Uniperなどのコスト転嫁によるガス料金上昇
が予定されていることから、家庭などへの影響を軽減す
る。その後も損失は拡大を続け、ドイツ政府は、Uniper、 
VMG、SEFE（Securing Energy For Europe）3社の国
有化を検討していたが、9月21日、Uniper に80億ユー
ロの公的資金の注入が決定され、国有化が決定した。

⑥ドイツガス供給安定化規則「警戒」宣言＊20

　6月23日、ドイツは、6月14日から続くロシアからの
ガス供給の削減と、ガス市場の価格水準の高止まりを原
因として、3月30日に宣言した欧州ガス供給安定化規則
のレベルを第1段階の「早期警戒」から第2段階の「警戒」
に引き上げた。
　なお、早期警戒宣言は、イタリア（2月26日）、ラトビ
ア（3月9日）、ドイツ（3月30日）、オーストリア（3月30日）、
クロアチア（4月25日）、フィンランド（5月6日）、エスト
ニア（5月18日）、デンマーク（6月20日）、オランダ（6月
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20日）およびスウェーデン（6月21日）で発出されている。
　天然ガス供給緊急事態計画は（1）早期警戒、（2）警報、

（3）緊急事態の3段階から成る。
　第1段階の「早期警戒」は、ガス供給安定化規則に基づ
く危機通知の中で最も低いレベルである。同規則の第
11条によると、関係するガス事業者は、加盟国の管轄
当局であるエネルギー規制当局に対し、毎日、技術情報
を提供しなければならない。
　第2段階の「警戒」は、ガスの供給に支障が生じた場合、
あるいはガスへの需要が異常に高まり、供給が著しく悪
化した場合に発令される。
　最終の第3段階の「緊急」は、ガス需要が異常に高いか、
ガス供給に著しい支障があり、市場原理を用いた対策を
すべて実施してもなお供給が不足する場合に発令され
る。この場合、非市場ベースの措置、すなわち、ドイツ
ネットワーク庁Bundesnetzagenturがガス供給調整機関
となり、危機の間、ガス資源の分配と割り当てを行う。
ただし、家庭や病院、介護施設、ガスの年間消費量が1
万kWh以下の小規模な事業所などは除外される。
　8月、ドイツネットワーク庁は、ガラス、鉄鋼、製薬、
化学を含むすべての業種から対象免除などの特例措置を
求める膨大な書簡を受け取り続けていることを明らかに
した。ネットワーク庁はガス供給停止の企業リストを産
業界向けに作成しようとしているとし、企業の規模や供
給停止の経済的打撃やコストのほか、供給再開後の操業
再開に必要な時間などの6つの基準に基づいて決めると
表明した。

⑦ドイツガス安全保障協定締結＊21

　7月12日、ドイツとオーストリアは、ガス供給の安全
保障に関する両国の協力を強化することを目的とした共
同宣言に署名した。
　2017年11月に施行されたガス供給セキュリティーに
関する改正欧州規則に基づき、ドイツは、すでにデンマー
ク、チェコともガス安全保障協定を締結しており、今後、
イタリアとも締結する予定である。このほか、ラトビア
とリトアニア・エストニア、イタリアとスロバキア、フィ
ンランドとエストニア間で同様の協定が締結されている。
　規則では、他に選択肢がない状況に追い込まれた加盟
国から依頼された場合、協定に基づき「連帯ガス」を供給
するよう各国に義務づけている。
　実は、ロシア以外から主にガスを調達しているフラン
ス、オランダ、スペイン、ベルギーといった国とは、こ
れまでこの二国間協定を締結できていなかったが、9月
15日、フランスエネルギー規制委員会CRE（Commission 

de régulation de l'énergie）は、2022-23年の冬のガス需
給逼迫を見越してドイツとのガス相互接続を強化したと
発表した。今後フランスからドイツに向けて9Mcm/d

（2.4MT/y）のガスを流すことができるようになる。
　一方、7月13日、ハンガリーでは、エネルギー非常事
態が宣言された。内容は次のとおり。
　・ 国内ガス生産の増加（1.5→2.0Bcm/y）
　・ ガスの追加調達の確保
　・ エネルギーの輸出禁止
　・ 国内褐炭の生産強化
　・ 国内最後のマトラ発電所（884MW）の再稼働
　・ 原発の運転期間延長
　・  平均以上のエネルギー消費には市場価格を適用
　このうち、3点目のエネルギーの輸出禁止は上記規則
と相反しており、EUの連帯に対する不透明感が高まっ
ている。

⑧欧州節ガスの推進＊22

　7月26日、EUはエネルギー相会合において、加盟国
は2022年8月から2023年3月のガス使用量を自主的に
過去5年平均と比べ15%（45Bcm/y（33MT/y））削減す
る案に合意した。提案当初加盟27カ国中12カ国が懸念
を示したが、多くの例外規定が設けられた結果、早期合
意に至った。実質的な削減量は30Bcm/y（22MT/y）程
度とみられている。
　ここで、欧州のガス導管網と連結していない島国、バ
ルト3国、LNG受入基地を有しガスを輸出することので
きる国は対象外とされる。
　なお、ロシアがガス輸出を完全に停止するなどの事態
になれば欧州委員会が強制的な削減を指示できるとして
いる。
　ロシアパイプラインガス減量に有効な手だてはLNG
輸入の拡大を除けば欧州自身の手による節ガス以外には
ない。ただし、その効果は限定的といわざるを得ない。
各国の施策を次にまとめる。

ドイツ
　・  政府が省エネキャンペーンを実施（シャワーは5分

以内、調理の余熱利用、夜間照明の停止）。
　・ ミュンヘンでは、公共プールの温度を引き下げ。
　・ ケルンでは、街灯を削減。
　・ ハンブルグでは、温水利用時間を制限。
　・ ハノーバーでは、公共施設での給湯を停止。
　なお、8月13日、ドイツ連邦経済・気候変動対策省
BMWK（Bundesministerium für Wirtschaft und 
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Klimaschutz）は、削減目標を15％から20％に引き上げた。
スペイン
　・  商業施設の空調設定温度の制限（冷房27℃以上、暖

房19℃以下）。
　・ 公共施設の22時以降の消灯。
イタリア
　・  公共施設での空調設定温度の制限（冷房27℃以上、

暖房19℃以下）。
フランス
　・ ドアを開放したままの空調利用の禁止。
ギリシャ
　・ 夏期空調を27℃以上に設定。

⑨ドイツ、新規LNG売買契約の進捗は？＊23

　ロシアのウクライナ侵攻が始まって以降、世界全体で
は加速度的に30MT/y規模の新規LNG売買契約が締結
された。買主の内訳は、数量ベースで、ポートフォリオ
プレーヤー、アジア需要家、欧州需要家がほぼ3分の1
ずつとなっている。
　5月20日、ドイツ政府は、カタールのタミム首長のド
イツ訪問に合わせ、LNGの輸入を含めたエネルギー関
係の協力を強化する文書を交わした。この文書には、詳
しい内容は盛り込まれておらず、実際の交渉は今後民間
に委ねられるが、その後の交渉の進捗は芳しくないとい
う。欧州政府が関与していることが、商業的な議論を複
雑にしているともいわれている。主な論点は次のとおり。
　（仕向け地）
　カタールは、仕向け地制限付き、ドイツは、仕向け地
フリーを主張。なお、EUはカタールの仕向け地制限が、
国境を越える貿易に対する違法な制限に相当しないかを
めぐり、いわゆる独占禁止法上の調査を実施してきたが、
カタールに不正行為はないとして、2022年3月に調査

を打ち切ったばかりである。
　（期間）
　カタールは20年契約を求めている。一方、エネルギー
トランジションに対応すべく、ドイツは5年の契約を求
めている。
　（価格）
　もともとLNGは、液化や海上輸送が必要で、ドイツ
にとっては、ロシアパイプラインガスよりも当然割高感
があるが、現在のセラーズマーケットの中で、カタール
は、さらに高いレベルでの価格、さらに、原油リンクで
のフォーミュラを要求しているとみられる。
　（Take or Pay）
　カタールは、カーゴキャンセル時の全額支払いを求め、
一方、ドイツは米国LNG並みのキャンセル権を求めて
いる。
　なお、カタールも、ExxonMobilと共同で、米国ゴー
ルデンパスLNGの建設を進めており、2024年の運転開
始を目指しているが、まだ、ドイツ企業との契約締結に
は至っていない。
　一方、6 月 21 日、ドイツ EnBWは、Venture Global 
LNGと1.5MT/yのLNG長期供給契約を締結した。この
契約は2026年に発効する予定で、コーパスクリスティー
2とプラクマインズLNGからそれぞれ0.75MT/yを20
年間FOBで調達する。Venture Global LNGは、今後、
CCSを整備し脱炭素への適合も目指すという。カター
ルとは異なり、仕向け地自由でキャンセルも可能である
点が合意までの期間が短かった要因と考えられる。また、
9月5日、 UniperとWoodsideは、Woodsideのポートフォ
リオから、0.8MT/y、7年間の長期契約を締結した。
　この他、5月、RWEはSempraと2.25MT/y、15年間
のHOA（Heads of Agreement：基本合意書）を交わして
いる。

表6 欧州各国のロシアパイプラインガス依存解消目標

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

国　名 目標年 内　容

オランダ 2022 2022年末の依存解消を目標。LNG、再生可能エネルギーでの代替を志向。

ポーランド 2022 2022年末。長期契約（10Bcm/y）終了とともに依存解消を目標としていたが、4月26日、その8カ月前にロシ
ア側からの供給停止。LNG、2022年10月開通予定のバルチックパイプ経由ノルウェーガスにより代替。

ブルガリア 2022 2022年末までの依存解消を目標としていたが、ポーランドと同日ロシアから供給を停止された。アゼルバイジャ
ンからの追加ガス供給や2022年夏に開通予定のギリシャとのパイプラインによるLNG輸入による代替を目指す。

デンマーク 2022 できるだけ早い依存解消を目指し、北海ガス田増産、バルチックパイプによるノルウェーガス輸入、バイオガス
増産、風力発電追加を進める。

イギリス 2022 原発増設、再生可能エネルギー増設、油ガス田開発を進める。
リトアニア・エス
トニア・ラトビア 2022 2022年4月、リトアニアはロシアパイプラインガス受け入れを完全停止。エストニア、ラトビアは、一時的にロ

シアパイプラインガスを停止中。

ドイツ 2024 2024年夏までの依存解消を目標。再生可能エネルギー、省エネ、エネルギー源多様化、水素増産による代替を
目指す。ただし、今後、2年間程度はロシアパイプラインガス停止不可。

イタリア 2025 国産ガス増産・パイプラインガス増量（アゼルバイジャンからのTAP、アルジェリア・チュニジアからの
TransMed、リビアからのGreenStream）、ガスインフラ増強を目指す。
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6. ロシアエネルギー禁輸は失策か？

（1）ロシア原油輸出は継続＊24

　インドや中国などはロシアからの原油輸入を継続して
おり、結果的にロシアの継戦の資金源となっているとの
報道が盛んである。
　ロシア原油の最大の輸入国は中国だが、Sinopec、
PetroChina、CNOOCおよびSinochemといった国有石
油会社は最大$30-40/bblともいわれる大幅なディスカ
ウントにもかかわらず、ロシア産原油に対して既存契約
以外の新規契約による輸入を避けているという情報があ
る。中国政府は欧米の対ロシア制裁を繰り返し批判して
いるが、それとは別に、各社は制裁リスクを回避する方
針とみられる。
　一方、中国が安価なロシア産原油で戦略備蓄を補充し
ようと、政府間で交渉が行われているという情報もある。
　5月19日、ロシアは、欧州が拒否した石油はアジアそ
の他の地域に送られると述べた。ロシアの石油生産は、
4月、100万bbl/d減少した（5月以降回復したが、8月末
時点で侵攻前に比べ45万bbl/d減少）。
　これに対し、5月19日、グランホルム米エネルギー長
官は、バイデン政権はロシア産原油を購入する国に2次
制裁を科す可能性を排除していないと述べた。米国の2
次制裁は、ロシア産原油の輸入国を米国の金融システム
から遮断するもので、2018年にイランに再発動された。
インドや中国などが輸入を大幅に増やしている兆候があ

れば発動されるべきとの意見もある。

（2）第3極の存在

　西側先進諸国は対ロシア経済制裁の度合いを日々強め
ている。だが、同じ西側の、特に新興諸国を中心に十分
な賛同が得られておらず、これが制裁の抜け道につな
がっている。4月、ロシアを国連人権理事会から排除す
る決議案に、141の国連加盟国のうち24カ国が反対票
を投じたものの、棄権した国は、インド、ブラジル、メ
キシコ、インドネシア、南アフリカを含む58カ国にも上っ
た事実は、まさにその象徴であった。
　中国は、米国への対抗軸としてロシアと協力関係を維
持したいと考えている。一帯一路でアジア・アフリカの
多くの国々と関係が深く、それらの国々も中国の顔色を
うかがう。
　インドは、ロシア原油購入に対するルーブル払いにつ
いて話し合っているとの報道がある。中国との国境問題
を抱えるインドは、ロシアから長年武器提供を受けてお
り、今回、対立を避けるとともに、ロシアを中国に近づ
けたくない思惑もあるとみられる。
　アフリカには、過去、欧州各国から独立する際に旧ソ
連から援助を受けた国が多い。現在でも食料や兵器をロ
シアに頼る国も多く、ロシアとのつながりが深い。
　6月2日、OPECプラスは、ようやく増産拡大で合意

図35 第 3 極の存在

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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したものの、これまで産油国としてロシアと連帯してき
たサウジアラビアは、ロシアへの非難を控えており、米
政府からの度重なる原油増産要請にもさらなる原油価格
の下落による収入防止を図る観点から応じていない。

（3）ロシアLNG、だれが買っているか？＊25, 26, 27

　LNGについても、非制裁参加国を中心にロシアLNG
の調達は継続している。
　Gazpromは、中国、および、インド買主に、長期契
約並みの価格レベルで複数カーゴの取引を提案してい
る。NOVATEKは、以前不調となったスポットLNGの
入札からは撤退し、相対交渉を中心に販売活動を継続中
だという。
　これまで中国政府からロシアLNGの取引を規制する

指示は出ておらず、通常のスポットLNGより数ドルの
ディスカウントで取引されているとの情報もある。
　5月27日、インド・GAILは、自社の希望する2023
年から10年間、10MT/yのLNG売買契約について、欧
米のロシア制裁にもかかわらず、「LNG調達は、ロシア
を含むどこからのものでもよく、ポイントは競争力のあ
る価格である」と述べた。8月26日、年次総会において、
GAILはGazpromと長期LNG売買契約の再開について
交渉している、と述べた。GAILは、2018年から20年間、
2.5MT/yの LNGを、Gazprom Marketing & Trading

（GMT）から調達する契約であったが、ロシア政府の制
裁によってドイツ政府管理下となったGMTとの契約は、
6カ月間のモラトリアムの後、無効となっていた。西側
経済制裁の影響で、ロシアLNGを安価に調達できる可

図36 ヤマル LNG 輸出量

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

（MT/5m）

図37 ヤマル・スポット LNG の輸出先

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成、6/23 修正

図38 ヤマル・スポット LNG 欧州向け内訳
（2022 年 3 － 5 月、対前年同期）

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成、6/23 修正
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能性もあるといわれている。また、サハリンⅡLNGの英・
Shellのシェア取得を含め、ロシアでの資産取得に前向
きといわれている。
　トルコは、そもそも制裁に参加しておらず、ロシア
LNGが通常どおり輸入されているという。
　ベルギー・Fluxysは、ヤマルLNGカーゴのゼーブルー
ジュ受入基地での積み替えサービスの提供を継続してい
る。2015年、FluxysはヤマルLNGと8MT/yの積み替
え20年間の契約を締結し、2019年後半から実施中であ
るが、今回は顧客との契約上の合意を尊重するという。
ただし、制裁対象となり次第、政府の指示を遵守する、
と付け加えている。

　2022年1-5月のヤマルLNG輸出量を
前年同期と比較した。輸出量全体は微増
している。
　ヤマルLNGの輸入については、フラ
ンスの増加、イギリスの減少が目立つ。
この増減は、ポートフォリオ供給内の輸
出国の変化によるものと考えられる。
　2021年、ヤマル・スポットLNGは、
夏期に北極海航路を活用して高値のアジ
ア市場に輸出された結果、中国・日本向
けが増加したが、2021年12月以降は、
TTFが高騰する欧州向けの輸出が増加
した。
　ウクライナ侵攻後（2022年3-5月）、
欧州内でヤマル・スポットLNG調達が
増加した国はフランス、減少した国はイ
ギリスとなっている。

　サハリンIIについて、同様の比較を実
施した。
　サハリンII LNGは、主に北東アジア4
カ国向けに輸出され、全体生産量は微増
している。
　韓国、中国向け増加が目立ち、日本は
対前年で同レベルであった。
　サハリンIIのスポットLNGは、これ
までは、日本、中国の2カ国向けであっ
たが、2022年4月以降、全量が中国向
けに変化した。

（4） ロシアパイプラインガス・LNGの

超過利潤＊28

　ウクライナ侵攻後、ロシア原油はブレ
ントより3割安いともいわれる大幅な割引価格で取り引
きされている。しかし、これは2022年ロシア連邦予算
の算出基準$44.2/bblを大きく上回る。
　2021年、ロシア政府税収の4割を石油とガス関連（う
ち8割が原油・石油製品、2割がガス）が占めた。
　6月、Rystad Energyは、西側の厳しい制裁にもかか
わらず、油価・ガス価の上昇により、2022年は対前年1.5
倍の増収となると予測した。
　6月4日、ロシア・ラブロフ外相は、「西側の制裁の結
果として形成された価格水準を考慮すると、ロシアは財
政面で全く損失を被っていない。むしろ、今年はエネル
ギー資源輸出から得る利益が大幅に増加するだろう。わ

図39 サハリン II LNG 輸出量

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図40 サハリン II・スポット LNG の輸出先

出所：Kpler ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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図43 ロシアパイプラインガス・LNG の超過利潤

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

図41 ロシア税収実績と予測

出所：Rystad Energy、日本経済新聞、Reutersほか、各種資料によりJOGMEC作成

図42 ロシアパイプラインガス・LNG の SRMC

出所：Rystad Energy ほか、各種資料により JOGMEC 作成

＄/MMBtu ＄/MMBtu
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れわれには代替の市場があり、そこですでに販売を増や
している」と述べている。
　試算の結果、ロシアの1年間の超過利潤収入は、パイ
プラインガスで1,133億ドル、LNGで284億ドル、合計
1,417億ドル程度と考えられる。
　その後、8月、ロシア経済省は、2022年のパイプライ
ンガス輸出量が、2021年の205.6Bcm/yから170.4Bcm/
yに減少し、一方、　ガス輸出平均価格は、$730/1,000m3
と、昨年の$304.6/1,000m3の2倍以上に上昇すると予測
した。
　石油輸出量の増加とガス価格の上昇により、2022年
のロシアのエネルギー輸出収入は、3,375億ドルと対前
年38%増になるという。
　ここで、ロシアの欧州向けパイプラインガスのSRMC

（Short Run Marginal Cost：短期限界費用）は、平均で
$3.7/MMBtu、LNGはヤマルLNG $2.6/MMBtu、サハ
リンII LNG$1.4/MMBtuと推定している。
　ただ、それでも戦費等を賄うには足りないようである。
9月20日、ロシア政府は、財政赤字を補うため、ガス輸
出税の最大50%までの引き上げ、LNGに対する課税開始、
国内ガス価格・石油輸出税の引き上げなどによって、
2023-25年の3兆ルーブル（500億ドル）の増税を検討し
ていると発表した。

（5）対ロシア経済制裁の精度アップ

　G7は、対ロシア経済制裁として、4月は石炭、5月は
石油の段階的禁輸について合意した。
　しかし、当初の思惑とは裏腹に、ロシア経済の実態は、
減産で価格が上昇することによって収入はかえって増加
しているとの報道しきりである。
　さらに、その価格高騰は、G7を含めたロシア以外の
世界の国々の、特に国民生活に対して、深刻な副作用を
与え始めている。
　経済制裁に同調していない中国やインドなどは、ロシ
ア原油などを大幅なディスカウントで調達し、漁夫の利
を得ていると揶揄されているが、彼らから見れば、ウク
ライナの不遇には同情するものの、欧州での紛争の巻き
添えによって自国民もたらされているさまざまな不利益
を埋め合わせるにはまだ足りないと主張するであろう。
　ロシアのウクライナ侵攻から3カ月、軍事的な対立が
膠着し長期化するとの認識が大勢を占めつつあるなか
で、OPECプラスによって価格がコントロールされてい
る原油をはじめ、それを主な指標とする長期契約LNG、
さらに、その価格を大幅に上回るスポットLNG価格か
らは、生産コストを大幅に上回る超過利潤が生じ、これ

がロシアの継戦能力を高めている。
　人々の関心は、ロシア経済に対する経済制裁の精度を
いかにあげていくか、に移ってきており、いくつかの対
策が提案されている。

①プライスキャップ制度＊29, 30

　プライスキャップ制度とは、ロシア産原油等を各国が
輸入する際、輸入価格をSRMCを若干上回るレベルに
制限することによって、ロシアの生産量を低下させず、
価格の高騰を避け、かつ、超過利潤収入を削減しようと
する考え方である。
　6月28日、G7首脳は共同声明で、国際的な協議を通
じて合意された価格以下で購入されない限り、ロシアの
石油の海上輸送などを包括的に禁止する選択肢を検討す
る、とした。世界の石油供給量を減少させることなくロ
シアの収入を抑えるために、ロシアの石油に支払う価格
を現在の半分程度に制限する上記プライスキャップに加
えて、価格上限設定に同意する国に限って輸送船舶への
付保を認める仕組みである。
 ロ ン ド ン の International Group of Protection & 
Indemnity Clubsは世界の石油輸送船の95％をカバーし
ており、船舶の運航可否に対して大きな影響力を持って
いる。無保険や保険不足の船舶は、主要な港や、ボスポ
ラス海峡やスエズ運河といった海上輸送の要衝に入るこ
とが許されない。制裁破りに対する処置としては、米国
金融機関との取引停止などの2次制裁を活用する。
　ただし、設定価格はいくらとすべきか、制裁逃れの捜
査はどのように実施するかなどの実務的な課題のほか、
この方法にもいくつかの課題がある。
　ロシアはすでに、中国やインド等に大幅な割引を提供
し石油を販売している。中国やインド等は、ロシアとの
関係を維持しようとしているため、この上限を進んで守
らない可能性がある。
　船舶保険についてはすでに制裁措置がとられている
が、ロシアは対抗する保険会社を自ら設立しており、現
在ロシアの原油輸出の半分を輸入している中国やインド
等にとってはそれで十分である可能性がある。
　さらに、現在、上限よりも高い価格で買おうとする国
の調達を禁止する手段はないため、何らかの抑止策が必
要となるが、米国と制裁参加国がそれだけの理由で2次
制裁を適用するかは不透明である。
　また、ロシアのパートナーであるOpecプラス諸国は、
価格に上限を設け更に低価格となったロシア産原油に市
場シェアを奪われる可能性がある。
　米財務省の試算によれば、ロシア産原油価格上限制裁



41 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

プーチンひとりガスOPECが操るLNG市場の受難と分断進む世界の脱・脱炭素への黙示

を発動した場合、原油価格が更に4割上昇する可能性が
あるという。
　この対策が、一層の米国離れ、ドル離れを加速する可
能性もある。
　7月22日、ロシア中央銀行総裁は、ロシア産原油価格
上限に参加する国には石油を供給しないと述べた。
　これが実施された場合、Gazpromが支払い不足、つ
まり契約違反を主張し、代わりに欧州向けパイプライン
ガスの供給を停止するなど、別の手段で報復に転ずる可
能性がある点も注意する必要がある。
　9月2日、G7は、ロシアの石油輸入に対する価格制限
を緊急に確定し、実施することに合意した。ロシア産の
原油と石油製品を上限価格以下で購入しない限り、全世
界で海上輸送が禁止される。EUの第6次制裁措置のうち、
2023年初頭までにロシアの石油輸入の大半を禁止する
措置の実施時期に合わせることを目指す。なお、金融や
タンカー保険などのロシア関連サービスに対するEU制
裁は、12月5日に発効する予定である。
　これを見越してロシアは、インドネシア、バングラデ
シュなど複数の国に値下げを提示しているとの情報があ
る。
　一方、9月7日、ロシア・ウラジオストクで開催された、
東方経済フォーラムにおいて、プーチン大統領は、重ね
て、石油取引価格に上限を設定した場合、ガスも石油も
石炭も供給しない、と述べた。

②関税
　5月17日、米財務省関係者は、G7財務相会合において、
ロシア産原油の全面的な輸入禁止措置に代わる措置とし
て、欧州各国に対し関税を課すよう提案することを明ら
かにした。
　米国が提案する関税は、ロシア産原油の流通を維持し
ながら、ロシア政府の原油輸出収入を限定することを意
図するものである。市場での流通が維持されるため一段
の原油高が食い止められるほか、関税で得られた資金を
ウクライナの復興支援等に充てられるとした。

③イギリス、超過利潤課税の適用
　5月26日、イギリス財務省は、石油・ガス企業に対し
25％の超過利潤税（Energy Profits Levy：EPL）の導入
を発表した。現行の税制において、石油・ガス企業には、
30%の法人税に加え10％の追加課税が課されているが、
これに25％のEPLが追加されることで、合計65％の税
が課されることになる。EPL課税の対象期間は、2022
年5月から2025年12月までで、向こう1年で50億ポン

ドの税収を見込んでおり、ウクライナ危機等に起因する
石油・ガス価格の高騰、物価高騰による家計への打撃を
緩和する総額150億ポンドの支援の財源にあてられる予
定である。
　なお、イギリス財務省は、今後支出される設備投資に
対しては最大で91.25%の税控除を認めるとする新規投
資に対する優遇策を同時に発表した。
　6月、バイデン政権は、エネルギー価格高が追い風と
なり過去最高益を上げている石油・ガス会社の超過利潤
に課税してエネルギー価格の高騰にあえぐ消費者の支援
金に充当する案を検討していることを明らかにした。米
上院の民主党系議員などによるこの法案は、石油大手が
国内生産あるいは輸入した原油に四半期ごとに課税する
内容で、消費者に対し年間数百ドルの税還付を行うとは
いうものだが、法案成立は見通せていない。
　8月3日、国連のグテーレス事務総長は、ロシアのウ
クライナ侵攻により燃料価格が高騰し、大きな利益を上
げている石油・ガス企業に対して特別な税を課する必要
があると述べた。BPは、過去14年で最高益をあげたと
発表し、Shellの4-6月期の利益も、過去最高をつけた。
さらに、ExxonMobile、Chevron、Shell、TotalEnergy
の最大手4社は、直近の四半期で前年同期比2倍にあた
る合計510億ドルを売り上げた。

④EUエネルギー価格高騰に対する緊急対策
　9月14日、欧州委員会のライエン委員長は、欧州議会
の施政方針演説で、以下のエネルギー価格高騰への対策
案を公表した。

（1） ピーク時間帯の使用量を5%削減する目標を義務付
ける。

（2） 低コスト発電事業者の利益に上限を設定し、加盟国
が脆弱な世帯、企業に支援できるよう想定外利益
1,400億ユーロ超を徴収し再配分する。

（3） 化石燃料企業も同様に、連帯拠出を行い、加盟国が
脆弱者を支援するとともに、クリーンな国内エネル
ギー源に30億ユーロを投資する。

（4） 加盟国のエネルギー公益事業企業流動性支援を促す。
　なお、ロシアパイプラインガスに価格上限を設定する
案については、ドイツを含む15の加盟国が、条件付き
で同意したが、持ち越しとなった。

（6）制裁の経済学（TTF価格弾力性の評価）

　ロシアパイプラインガス輸出量が減少すると、TTF
が上昇する傾向がみられる。
　例年の155Bcm/yから、2分の1に減少すると、TTF
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7. 脱ロシアはいつか？

（1）欧州のソース別ガス供給予測

　世界のガス・スポットLNG需給に大きな影響を及ぼ
す欧州の中長期ガス需給について確認する。

　まず、欧州全体のガス需要は、省エネ進展、リニュー
アブル設置等により徐々に低下する。域内産ガス、ロシ
ア以外のパイプラインガスも減少する。

は$7/MMBtuから$17/MMBtuに上昇し、4分の1に減
少すると$40/MMBtuを超える。
　利益は価格と販売量の積に比例するため、ロシアはパ
イプラインガスの輸出量を削減すればするほど利益が増
加する。したがって、対ロシア制裁としてのロシアパイ
プラインガス禁輸に経済的な合理性はない。
　さらに、ロシアパイプラインガス輸出量が絞られるほ
ど、欧州経済へのダメージは大きくなる。これは、自身
の利益を増加するのに加えて、ロシアの戦略上の利得と
なる。
　ロシアパイプラインガス減量は、欧州に対する、非常
に効率の良い武器ということができよう。
　なお、この分析には2022年8月末までのデータを使
用しており、当時の冬期にかけて在庫が十分に積み上げ
られるかどうかの不安心理を大きく反映した値動きに基
づいている。この後、各国が計画前倒しで在庫目標を達
成できると発表したことから、現状TTFは、1段下げ
た値動きを示している。

図44 ロシアパイプラインガス減量とTTF
およびロシア利益の上昇

出所：各種資料により JOGMEC 作成

図45 欧州ソース別ガス供給予測

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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　ロシアパイプラインガスを代替するため、FSRUを中
心にLNG受入基地が建設され、欧州のLNG受入能力は
徐々に増加する。
　脱ロシアを達成するには、現在の、定格再ガス化能力
184MT/y、オペレーション上のLNG受入能力120MT/
yから、それぞれ、300MT/y、180MT/yまで増加させ
る必要がある。
　ここで、簡便のため、追加のLNG受入能力については、
定格再ガス化能力3.6MT/yのFSRUを1年あたり3隻ず
つ増設していくと仮定した。
　世界の新規LNG供給は、2027年から増加しはじめ、
2029年にかけて急増すると予測した。
　最近のロシアと西側諸国の駆け引きを見ると、今後も
ロシアは長期契約通りのパイプラインガス供給を行わな
わず減量を継続する可能性が高い。
　世界の新規LNG余剰供給量が十分増加し、また、欧
州LNG受入設備能力が着実に拡大していく前提におい
て、欧州のロシアパイプラインガスゼロ達成は、10年
後の2032年頃となる。
　脱ロシアガスの前に、ロシアが欧州LNG受入能力以
上にパイプラインガス減量を実施した場合、欧州は、節
ガス、省エネ、リニューアブル追加設置等によってのみ
対応するしかない。一方、欧州の自助努力により省エネ
等が進めば、より早期の脱ロシアが可能となる。
　なお、欧州受入能力の拡大について、短期間での設置
が可能なFSRUの方が陸上LNG受入基地よりも適切な
選択肢といえよう。FSRUの通常の建設期間は3年間程
度であり、特例で最早半年程度まで短縮できる。一方、
陸上LNG受入基地は通常5年間、最早でも3年間程度は
必要である。また、設備寿命が短い点も、将来の脱炭素

リスクが迫る中、逆にFSRUのメリットと考えられよう。

（2）脱ロシア達成の条件

　欧州が脱ロシアパイプラインガスを達成するための2
つの条件について次にまとめる。

① ロシアパイプラインガスを代替するための十分なLNG
供給が生まれるか？

　通常LNG液化プロジェクトは、液化容量の80%程度
の長期契約が締結された後、ファイナンスが成立し、
FIDが可能となる。
　2021年から、主に中国買主の米国LNG長期契約締結
が続き、2022年の世界の新たな長期契約締結は60MT/
yを超えた。
　今後のFIDについて、2022年は60MT/y、2023年
は40MT/y、その後も順調にFIDが続き、今後4年間で
150MT/yを超えると予測している。
　その結果、2027年から新たなLNGが市場に供給され
始め、2029年にはその量は大幅に増加する。2030年代
には、欧州は、100MT/y超の新たなLNGの調達が可能
となる。
　一方、将来の脱炭素リスクを懸念する欧州買主による
長期契約締結の勢いは弱く、脱ロシアと脱炭素のギャッ
プをポートフォリオプレーヤーからの供給で埋めようと
期待している様子も観察される。
　この米国を中心とした新規LNG液化プロジェクト
FIDに対するリスクは、多くのプロジェクトが同時期に
立ち上がることによる資材や人件費の高騰、さらにエネ
ルギー価格上昇を一因としたインフレ抑制のための急激
な利上げとなる。

図46 新規 LNG 余剰供給量の伸び

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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② LNG受入能力を早期に拡大できるか？
　欧州各国は、脱ロシアパイプラインガス
を推進するために、既存FSRUを確保し、
陸上パイプラインに接続するために必要な
投資を行うことに躍起になっている。
　休眠していたプロジェクトを含め、欧州
各地でFSRUを中心に多くの受入基地新設
計画が立ち上がり、現在、30余りのプロジェ
クトが検討されている。
　2021年末時点で、世界のFSRUは48隻
あるが、現在、欧州向けには 10 隻弱の
FSRUが手配済みである。
　ただし、脱ロシアを達成するために、欧
州はできるだけ早期に、20隻程度（定格再
ガス化能力72MT/y、オペレーション上の
LNG受入能力44MT/y）のFSRUの建造を新たに進める
必要がある。
　2020年代半ばまで、世界の造船会社の船台の空きは
すでになく、これ以上のFSRUの建造は難しいとの情報
もある。

（3）新興需要国のLNG需要減退

　2022年、スポットLNG高騰を嫌気したアジア新興諸
国の需要減退が観察されており、その量は38MT/yに
達する見込みである。
　今後、追加のLNG受入能力が拡大するにつれて、欧
州は、世界のスポットLNGをさらに引き寄せ、その結果、
世界のスポットLNG価格の高止まりとアジア新興需要
国の深刻な需要減退を引き起こすことになる。
　2026年、アジア新興諸国の需要減退は最も大きくなり、
80MT/yに達するとみられる。

　これは、2020年を底とした安価なスポットLNGの出
現によって刺激され発進した東南アジアを中心とした多
くのLNG受入プロジェクトの今後に深刻な影響を与え
る可能性が高い。
　さらに、いわゆるデマンドクリエーションによって
LNGの流通量を増加させ、ひいてはエネルギーセキュ
リティー向上につなげていくとする我が国の目論見にも
暗い影を落とすことになろう。

（4） 世界のLNG供給余力

　世界のLNG需給バランスは、過去のLNG液化プロジェ
クトFIDの減少を反映して、需要の伸びよりも供給の
伸びが少ない、いわゆる「2025年の谷」の時期に現在差
し掛かっており、FID済みのプロジェクトが順調に立ち
上がったケースでも、世界のLNG供給余力は2025年に
向かって低下していくことがわかっていた。ただし、ロ

シアのウクライナ侵攻前は、昨今の米
国を中心としたFIDブームを受けて、
その後のLNG供給余力は回復してい
くと考えていた。
　今後は、欧州向けロシアパイプライ
ンガス供給が継続的に減少し、かつ、
対ロシア経済制裁によりアークティッ
クLNG 2のトレイン2-3の建設が遅延
する可能性が高いといわれている。
　その結果、LNG供給余力の低下は、
従来想定していた「2025年の谷」より
も、深く、かつ、長期にわたることに
なる。したがって、新興需要国での需
要減退が拡大するとともに、LNG争

図47 欧州 LNG 受入必要能力

出所：各種資料により JOGMEC 作成

図48 アジアの LNG 需要減退予測

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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奪合戦もより過熱する可能性が高い。
　ここで、世界のLNG供給量（ピーク月）と需要量（ピー
ク月）の差を、LNG供給余力と定義する。LNG供給余力
が大きいほど、緊急時等、供給柔軟性が高く調達しやす
い。また、LNG供給余力が小さいほど調達しにくい。
実際の取引においては、供給余力が大きい、すなわち、
需給が緩んでいる場合にはLNGは低価格で取り引きさ
れる。供給余力が小さい、すなわち、需給がタイトな場
合にはLNGは高価格で取り引きされ、供給量と需要量
は最終的に一致する。

（5）今後の世界のガス・LNG価格イメージ

　近年のスポットLNG市場の規模拡大に伴い、世界各

地のガス市場の連係が高まり、特に、
JKMと欧州ガス市場とのつながりが
強まっている。
　世界のガス・スポットLNG価格は
次の流れに従い決定されている。
　まず、規模が大きく自由で開かれた
欧州ガス市場のガス需給によって欧州
ガス価格が決定される。
　ウクライナ侵攻前の欧州ガス市場の
需要規模は、LNG換算で400MT/y程
度で、供給ソースは、4割が域内生産
ガス、4割がパイプラインガス、2割
がLNG輸入であった。
　このうち、ロシアパイプラインガス
は、欧州への供給割合が31%と最も
大きな単一ガスソースであった。

　すなわち、事実上、ロシアパイプラインガスの供給量
によって欧州のガス価格TTFが決定され、これが世界
のガス・スポットLNG価格のベースとなる。ここで、
従来、JKM-TTFスプレッドは、$2/MMBtu前後で推移
しており、成長著しいアジア太平洋市場は常に需要が供
給を上回るプレミアム市場であった。
　そこを中心に、アジア需要が引き締まれば、JKM-
TTFスプレッドはよりポジティブに、欧州需給が引き
締まれば、現在のようにネガティブに変化する。
　2021年、欧州向けロシアパイプラインガス輸出量が
減少したことを主な要因として、欧州地下ガス貯蔵在庫
の減少が引き起こされ、これがTTFの高騰を招いた。
　その後、2022年2月24日、ロシアによるウクライナ

図50 世界のガス・LNG 価格と 2 つのボトルネック（2022 年 6 月イメージ）

出所：各種資料により JOGMEC 作成

図49 LNG 供給余力（需要ピーク 1 月）

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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侵攻が勃発。TTFはさらに高騰し、JKM-TTFスプレッ
ドのネガティブが継続し、欧州が世界中のスポット
LNGを吸い寄せるマーケット構造に変化している。次
に短期的な世界のガス・LNG価格イメージについてま
とめる。
TTF
　例年ガス輸入量の半分以上を占めるロシアパイプライ
ンガスの減量が継続している。これを短期的に補完でき
るのはLNGだけである。
　ところが、欧州は、LNG受入基地能力がボトルネッ
クとなり、最大120MT/yまでしかLNGを受け入れる
ことができない。2022年のLNG輸入量はすでにそのレ
ベルにほぼ達する予測となっている。
　これを上回ってロシアパイプラインガスが減量されて
も、欧州はスポットLNGを受け入れられないため世界
のスポットLNG市場への影響はなく、単純に欧州内の
ガス需給が引き締まり、TTF独歩高として反映される

のみとなる。
　ただし、欧州各国は、今後追加でLNGを輸入するた
めに、新たなLNG受入基地の増設を急いでいる。
　欧州のLNG受入能力拡大とともに、世界のスポット
LNGが、ロシアパイプラインガスの減量によってTTF
の高騰する欧州に引き寄せられ、その結果、アジアのス
ポットLNG需要が逼迫する構図が、今後より明確となっ
てくる。
JKM
　上述のとおり、欧州LNG受入能力制約のため、LNG
輸入量が120MT/yに達した後は、JKMは、TTF価格
レベルをベースとしながら、猛暑、厳寒などのアジアの
需給要因で変動する。ただし、今後欧州受入能力が拡大
するにつれ、ロシアパイプラインガスの減量の影響を直
接的に受けるようになる。
HH
　米国では近年LNG液化設備増設が進み、ガス生産量の

図51 世界のガス・LNG 価格（月平均）イメージ

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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1割超がLNGとして輸出されるようになり、ベースのガ
ス需要が増加しているなか、猛暑や厳寒などが発生し、
これがHH価格高止まりの直接的な要因となっている。
　財務規律を重視するシェールガス生産者は引き続き慎
重な姿勢を崩しておらず急激な増加は見込めないもの
の、生産量は徐々に増加しつつあり、今後需給は徐々に
緩んでいくと予測されている。
　ロシア産の代替として米国産石炭が欧州に輸入され米
国内石炭価格が上昇し、また、石炭火力発電所の廃止が
進んでいることから、ガスから石炭への回帰が進まない
ことも高止まりの一因といわれている。
　なお、米国ガス市場は、LNG液化能力がボトルネッ
クとなっているため、HHはTTF、JKMとは独立して
変動する。
油価リンクLNG価格
　長期契約LNG価格は基本的に原油価格にリンクしてい
るため、価格改定等の時期に足元のスポットLNG価格の
影響は受けるものの、JKMやTTFとの連係は小さい。

　次に中長期の世界のガス・LNG価格イメージを示す。
　ここで、TTF、JKMは、月平均である。また、最高
値とは、ロシアパイプラインガス流量が24Bcm/y（2022
年8月末実績）まで低下した時のTTF・JKMである。最
低値とは、まず欧州が受入能力上限のLNGを輸入し、
不足分はロシアパイプラインガスによって供給される場
合のTTF・JKMである。
2022年から2027年
 ・ スポットLNG価格の方が、2030年過ぎまで、長期契

約LNG価格より高くなる。
 ・ TTFの方が、JKMより、最高値、最低値とも高くなる。
 ・ 2022年は、JKM-TTFのネガティブスプレッドが大

きい。これは、欧州の受入能力が実質120MT/yに制
限され、ロシアパイプラインガス減量の影響をTTF
が直接受けてしまうためである。欧州が受入能力を
拡大し、LNG輸入量が増えるに従って、JKM-TTF
ネガティブスプレッドは徐々に小さくなる。

 ・ 2022年に発生したように、JKM高騰を忌避したアジ
ア新興諸国の需要減退が2026年をピークとして再来
する。

2028年前後
 ・ 大量の新規LNGが供給され、JKM最低値（＝非需要期）

が低下し、中国や、インドなどの新興需要国のスポッ
トLNG需要が復活する。

2032年
 ・ 欧州向けロシアパイプラインガスのLNGによる代替

が完了し、世界のガス・LNG価格レベルとフローが
平時の状態に戻る。

 ・ 長期契約LNGの方が、スポットLNG価格よりも高く
なる。JKM-TTFスプレッドが＋$2/MMBtu程度と
なる。

（6） 欧州地下ガス貯蔵在庫予測

①欧州ガス不足量
　2022-23年のロシアパイプラインガス減量は、それ
ぞれ、対2021年7割減（76MT/y）、10割減（114MT/y）
になると見込まれる。なお、ノルドストリーム、および、
ウクライナ経由パイプラインの輸出量を、それぞれ
2022年9月、10月以降ゼロと仮定した。
　これを補完するために、欧州向けノルウェー、アルジェ
リア、中央アジアパイプラインガスが増産されてはいる
ものの、その貢献度は、それぞれの年で、9%、6％と大
きくはない。
　一方、LNG輸入増による貢献は、それぞれ、49%、
51％と大半を占める。ただし、欧州の受入能力はすで
に上限に達しているため、短期的には、これ以上LNG
輸入量を増やすことはできない。
　最も先行するオランダ・イームスシェーブンFSRU（定
格再ガス化能力：8Bcm/y、オペレーション上のLNG受
入能力：4.8MT/y）が2022年末から稼働予定であるが、
2022-23年冬期の貢献は1MT程度と考えられる。
　残る4割以上は節ガス等に頼らなければならない。
　ここで、欧州のガス不足の絶対量は2022年よりも
2023年の方がより大きくなる点に注意が必要である。

②来春のガス在庫は？
例年欧州地下ガス貯蔵在庫は、需要の少ない春から秋に
かけて充填を進め、10-11月にピークとなり、需要の大
きい冬期は、域内産ガス、パイプラインガス、LNGに
加え、在庫からの払い出しガスが半分を占める。そして、
3月末には在庫が最低となるパターンを辿る。
　ここでガス需給が平年並みあった2016-20年各月の
最大・最小・5年平均在庫を基準として議論を進める。
　2021年5月から2022年2月は、春先の低気温や供給ソー
スであるロシアパイプラインガス減量等の影響で在庫の
取り崩しが進んだ。2022年3月以降、気候が温暖であっ
たこと、また、大量のLNGが輸入されたことにより在
庫の積み上げが順調に進んだ。
　2022年6月中旬まで順調に積み増しされてきた（＝す
なわち、LNG追加輸入量とロシアパイプラインガス減
量がバランスしていた）が、6月16日、タービントラブ
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ルを理由とするノルドストリーム6割減量の影響で充填
速度は低下し、その後、7月11-21日の間、定期修理が
実施された。
　8月31日から、設備点検のためノルドストリーム輸出
量がゼロとなり、その後も完全停止が継続している。
　欧州ガス需要が平年並みであった場合、EUガス貯蔵
最低義務規則の目標の 11 月 1 日 80%は達成できず、
2023年2月には、地下ガス貯蔵在庫がゼロになると予

測される。
　冬期、欧州では需要量の半分を地下ガス貯蔵在庫に
頼っており、これが10%を切るとガス排出速度が低下
するため、ピーク時等、供給制限が必要となってくる。
ましてや、ゼロとなった場合には、それ以降は平年の半
分しかガスを使用できないことになる。
　一方、欧州が自助努力、もしくは、温暖な天候によっ
て節ガス15%を達成できた場合、2023年3月末の在庫

図53 欧州ガス不足量（2022-23 年、対 2021 年）

出所：各種資料より JOGMEC 作成

図52 欧州ガス・LNG 供給ソースの増減

　注：2022 年 9 月以降のパイプラインガスは 8 月実績が継続すると仮定
出所：Gazprom、Rystad Energy ほか、各種資料より JOGMEC 作成
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レベルは、平成5年平均を上回るレベルまで回復する。
節ガスが7％に達すれば、3月末在庫は最低管理ライン
である10％以上を保つことができる。
　欧州は、REPowerEUや緊急事態宣言を発表し、節ガ
スを推進しているが、その内容は極めてチャレンジング
である。
　自国に余裕があるからといって、節ガスをしない国が
あれば、元々余裕のない国の状況はますますひどくなる。
他国のために自国を犠牲にする連帯の精神が試されるこ
とになる。
　ノルドストリームのガス流量は、ロシアの思い通りに
加減が可能である。ロシアは、今冬、そして来冬も欧州
ガス在庫がゼロになるようにパイプラインガス輸出量を
調節する戦術を展開する可能性が高い。
　2023年4月の発射台レベルが、2022年4月よりもさ
らに低くなる可能性も含め、エネルギーセキュリティー
の観点からは、今後もこの厳しい状態の継続を想定すべ
きであろう。

（7） ガス・LNGに関する戦術例＊31, 32

①西側先進諸国側
　ガス・LNGに関する対ロシア経済制裁の目的は、自
らへのブーメラン効果を最小化しつつ、ロシアの収入を
低下させることである。次に、西側先進諸国の具体的な
戦術例をまとめる。
a）ロシアパイプラインガスの維持
　まず基本として、石炭など、他燃料へのシフト、省エ

ネ、リニューアブル設置促進等を進める。域内産ガスの
増産、北アフリカ、中央アジアからのパイプラインガス
輸入拡大にも努める。
　2028年までは、ロシアパイプラインガスの代替とな
るLNG供給余力が小さいため、現在のロシアパイプラ
インガスの契約量をできるだけ維持する。終了する長期
契約があれば、中期契約に更改するなどして、これ以前
にガス輸入量が減少しないようにする。この期間の脱ロ
シア加速のためには、アジアからLNG需要を引き剝が
すしかなく、更なる需要減退、さらに、石炭回帰を引き
起こすことになる。
　国民の理解が得られた場合、欧州は、なるべく多くの
ロシアパイプラインガス・LNGを調達し、できる限り
TTF、ひいては、世界のスポットLNG価格をできるだ
け引き下げる。
　なお、この戦術は、通常の経済制裁のイメージ（＝不買、
関係断絶）とは大きく異なるものとなるため、ここで、
あえて多くのガス・LNGを調達することが、逆にロシ
アに対し大きな制裁効果をもたらすことを十分に周知
し、各国国民感情にも十分に配慮する必要がある。また、
たとえ一時的ではあっても、ロシアパイプラインガスへ
の依存率が上昇してしまうため、その間にロシアが再び
奇策を繰り出してきた場合、対応がより難しくなるリス
クをはらむ。
　2029年以降、ロシアパイプラインガスを代替する新
たなLNGが米国中心に大量に供給される見込みとなっ
ており、これ以降、ロシアパイプラインガス輸入を一気

図54 欧州地下ガス貯蔵在庫予測

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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に極小化できるよう、受入能力の拡張に努める。
b）ロシアLNGの確保
　しばらくは、サハリンII LNG、ヤマルLNGからの
LNG調達量を継続的に確保する。ただし、2028年以降
はできるだけ早く調達を終了できるようあらかじめ契約
終了時期を設定しておく。
　2025年のLNG供給余力の谷を埋めるべく、アーク
ティックLNG 2への制裁を緩め、予定どおり、2023年
以降順次の早期立ち上げを目指す。
　2022年、昨年からの中国を中心とした多くの長期契
約締結の結果、多くの米国LNGプロジェクトがFIDに
至ると考えられるが、これらの建設が完了する2028年
以降、多くのLNGが供給され始め、ルースマーケット
となるリスクがある。ここで、大前提となっている現在
の東西陣営の体制に大きな変化が発生し、再び安価なロ
シアパイプラインガスが一定量欧州に供給され始めた場
合、状況はさらに極端になる可能性がある。また、今後
は脱炭素の流れが加速し化石燃料に対する政策リスクが
増大する。このため、長期LNG売買契約は、2030年前
後に終了できるよう交渉を行う。
c）上流投資の促進
　西側からモスクワへの最も効果的な対応は、ロシア以
外のガス上流・中流プロジェクトへの新規投資が本格的
に開始されたことを、具体的に示すことであろう。欧州
および世界のガス・LNG供給を増加させ、欧州におけ
るロシアによる予測不可能なガス不足のリスクを中和
し、さらに世界のLNG価格を、通常のレベルまで下げ
ることであろう。
　6月20日、オランダはガス危機対策の第一段階を宣言
し、フローニンゲンガス田を少なくともあと1年は稼働
させる措置を含むガス保護・復旧計画を発効させた。
　かつて欧州最大の生産量を誇ったフローニンゲンガス
田は、生産に伴う地震発生の影響で、近年は徐々に生産
量を減らしているものの、ピーク時の2013年における
54Bcm/yの生産量は、ロシアパイプラインガス供給量
の3分の1を代替するのに十分な量である。フローニン
ゲンにはまだ450Bcmのガスが残っているが、今のとこ
ろ、オランダ政府はフローニンゲンの生産を来年にも完
全に停止する計画を堅持しており、2022年10月1日か
らの次のガス年度には、現在の4.5Bcm/yから2.8Bcm/y
のガス生産のみが許可された。
　今回の危機を受け、オランダ政府にはフローニンゲン
の増産を求める声が強まっていた。
　9月8日、イギリス政府は、エネルギー安全保障強化
の一貫として、国内シェールガス採掘用フラッキングの

モラトリアムを解除し、6カ月以内に最初のガスが流れ
始めると発表した。
d）地下ガス貯蔵能力の拡大
　エネルギーの備蓄はセキュリティー確保の基本対策で
ある。原油とは異なり、ガスに関してはIEAの主導す
る備蓄義務はないが、各国それぞれの状況に応じた対策
を施している。欧州には、枯渇ガス田、岩塩層などを利
用した地下ガス貯蔵施設が整備されており、その容量は
年間ガス消費量の２か月分に相当する。これは、これま
で欧州のためだけではなく、スポットLNGの流通を通
して、間接的に、世界のガス需給変動のバッファーとし
ても機能してきた。今回のロシアパイプラインガスの供
給ショックを受けて、各国は、その整備を再度加速して
いる。

ブルガリア
　6月27日、ブルガリアは、チレン地下ガス貯蔵設備

（0.6Bcm）の能力拡張を進め、2024年末までに工事を完
了させる予定であることを明らかにした。拡張後の容量
は1Bcm、注入・取出量は8-10Mcm/dとなる。この拡
張プロジェクトは、EUの共通利益プロジェクト（Project 
of Common Interest：PCI）に認定されており、欧州連
結ファシリティ（Connecting Europe Focility：CEF）ス
キームを通じたEUの資金提供の権利を得ている。

ポーランド
　6月30日、PGNiGは4月にロシアのガス輸入が停止し
たことを受け、ガス供給の安全性を高めるため、地下貯
蔵能力を4分の1増やし4Bcmにすることを明らかにし
た。この増強は、ポーランド南西部のヴィエルツホヴィ
ツェ地下ガス貯蔵設備を、従来の1.3Bcmから2.1Bcmに
拡張することによって行われる。工事予算は8,530万ド
ルで、30カ月以内に完了する予定である。

オランダ
　7月5日、オランダ経済省は来冬の安定供給を確保す
る計画の一環として、8社が新たな補助金制度を利用し
てベルガーメール地下ガス貯蔵施設の充填を支援すると
発表した。 補助金制度は6月に発足し、ベルガーメー
ルの容量を保有する企業に対し、現在のガス価格と来冬
に下がる可能性のある価格との差額が払い戻される。ベ
ルガーメールの容量は4.5Bcmで、自由にアクセスでき
るガス貯蔵施設としては西ヨーロッパで最大規模となっ
ている。1億6,400万ユーロの補助金制度のもと、合計
12.58TWhのガスがベルガーメールに注入され、さらに、
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7 社が補助金制度を利用せずに予約容量を使って
13TWhを注入することになっており、注入量は合計で
25.58TWhになる予定である。オランダ・EBNも他の
企業の注入量に応じて5TWhから11TWhを貯蔵するよ
う最大2億5,700万ユーロの予算が組まれた。目標は、
ベルガーメールを少なくとも68％の容量まで満たすこ
とである。参加企業は、2022年11月1日までに補助金
分のガスの100 ％を貯蔵し、2023年2月1日時点では
38％を貯蔵しなければならない。オランダ国内の他の
ガス貯蔵施設はすでに満杯になっており、これによりオ
ランダの貯蔵施設は少なくとも平均80%まで満杯にな
るという。
　さらに、8月19日、ベルガメアとノルグ地下ガス貯蔵
設備に対する注入のインセンティブ1,000万ユーロが追
加された。

イギリス
　8 月 30 日、 イ ギ リ ス・ 北 海 移 行 局（North Sea 
Transition Authority：NSTA）は、Centrica offshore 
UKにラフ地下ガス貯蔵設備の再開を正式に許可した。
10月、運用を再開する予定となっている。ラフ地下ガ
ス貯蔵設備には以前、3.3Bcmのガスが貯蔵されており、
これはイギリスの国内貯蔵量の70％、ガス需要の9日
分に相当する。ただし、商業的な面での継続的な運営の
可否は、最終的には同施設の容量、商業運転に必要なガ
スの量、オークションなどの運営方法、さらに施設の維
持・運営に必要な投資額によって決まると指摘されてい

る。2017年の閉鎖の一因は莫大なメンテナンスコスト
であったか、5年間停止していたことを考えると、その
コストはより大きくなることが予測される。

②ロシア側
　ロシアからのパイプラインガスは欧州にとってかけが
えのない日々のエネルギー源である。少なくとも短期的
にこれを代替するエネルギーは見当たらず、ロシアが輸
出量を大きく減量すれば、欧州の市民生活や工業生産は
たちどころに大打撃を受けることになる。
　欧州各国は、ガス備蓄や省エネ、さらにFSRU設置を
急ぎLNGに助けを求めようとしている。
　ロシアにとって必勝の戦略は、欧州に準備期間を与え
ないことであろう。時間を与えるほど、FSRU設置など
欧州側の準備が進んでしまう。
　特に、ガスの武器としての重要性が増す冬を越えさせ
ないよう、その前に決着をつけるのがロシアにとっての
必勝パターンであろう。
　ガスは原油に次ぐ大きな収入源であり、冬に向かって
さらなる高騰が期待できる。冬の間に地下ガス貯蔵在庫
をゼロとすべく一気呵成に畳みかければ、ウクライナや
欧州と有利な条件で停戦交渉に入ることができる可能性
がある。
　また、欧州を中心とした西側先進国とのチキンゲーム
によって自らの経済も傷つき、戦力・人員の消耗も懸念
されているところであろう。

図55 欧州・ロシアの戦術

出所：各種資料により JOGMEC 作成
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8. エネルギー供給セキュリティーと脱炭素

（1） 欧州はなぜロシアパイプラインガス依存を強めた

か？

　欧州がなぜロシアパイプラインガス依存を強めたかに
ついては、過去のJOGMEC本村著レポートに詳しい。
　1960年に結成された石油輸出国機構（Organization of 
the Petroleum Exporting Countries：OPEC）は、市場
での存在感をますます強め、西欧諸国では石油への依存
を軽減する必要があるとの認識が高まっていた。
　一方、それまで欧州の主要なガスの供給源であったオ
ランダ・フローニンゲンガス田では生産量の減退が進ん
でいた。
　同時に、東側でも西シベリアガス田のガスを輸出し、
外貨を獲得することが検討されていた。
　1969年9月のドイツ総選挙で勝利を収め発足した社
会民主党（Sozialdemokratische Partei Deutschlands：
SPD）のブラント政権は、共産圏との関係改善を軸とす
る緊張緩和（Détente）政策を掲げ、ガス獲得に向けて動
き出し、11月末、ソ連のガスを西ドイツ製の大口径鋼
管やガスタービンと交換するというコンペンセーション
協定が結ばれた。1973年9月、Transgasパイプライン
による120Bcm/y、20年間のガス輸出が開始された。
　その後、ウクライナ経由などのパイプラインが建設さ
れたが、1979年のソ連のアフガニスタン侵攻、1991年
のソビエト連邦の崩壊時にも欧州へのガスは安定的に供
給され続けた。
　この時、パイプラインが引かれた以上は、消費国は生
産国に対してTake or Pay条項に基づいた買取義務があ
り、同時に、生産国も経済的理由から安定供給を志向す
る ほ か な い と い う「 相 互 確 証 抑 制（MAC：Mutual 
Assured Control）」の考えに則り、パイプラインをめぐっ
ての関係国間の破滅的な闘争は自制的に回避されると考
えられていた。
　2005年まで首相を務めたシュレーダー首相は、ノル
ドストリーム建設計画をスタートさせた。
　2006年の3日間、および、2009年1月の3週間、ロ
シアとウクライナとの間でガスをめぐる紛争が勃発し
た。欧州では、これがエネルギーの政治利用の最たるも
のと位置付けられ、ロシアのエネルギー供給者としての
信頼性を疑問視する議論がいったん盛んになったもの
の、脱炭素を錬金術として利用した産業振興である欧州
グリーンディール政策を進める中で、その流れは沙汰止
みとなり、その後もエネルギーセキュリティーは軽視さ

れ続けた。
　2014年、ロシアはクリミア半島を併合したが、それ
に対し欧米は、今回ほど厳しい制裁を加えなかった。
　2015年、メルケル政権はGazpromにノルドストリー
ム2の建設許可を与え、ドイツ最大の地下ガス貯蔵施設
レーデンのGazpromによる買収も承認した。
　世界を支配するルールが「経済」であった場合には成立
した相互確証抑制も、いったん、そのルールが「パワー」
にオーバーライドされた瞬間、単なる詭弁と化してしま
うのである。そして、世界が化石燃料の恩恵によってあ
る程度の豊かさを手に入れた現在、このパワーの支配は
ますますその発現の機会を増していくことであろう。

（2）欧州の石炭・原発への回帰＊33, 34

　8月11日、4月に合意されていたEUのロシア産石炭
の禁輸措置が発効した。4月の制裁決定後、欧州各国は、
コロンビア、オーストラリア、米国などへの輸入元の切
替を進めてきた。
　一方、7月、IEAは、2022年の世界の石炭消費量が
対前年0.7%増の過去最高の2013年と同水準の80億ト
ンになるとの予測を示している。EUの2022年の石炭
消費量も、対前年7%の増加の見通しとなっている。野
心的な欧州グリーンディールによって一歩前進したかの
ように見えた脱炭素の流れは、自らのエネルギーセキュ
リティーの軽視が引き起こした石炭依存拡大によって2
歩どころか何歩も後退したのである。

ドイツ
　7月、停止していた石炭火力発電所を再稼働させる法
案を可決。
オランダ
　脱炭素のために石炭火力発電所の利用制限を解除。
イタリア
　石炭火力の稼働率を上げるため、石炭を購入する方針
を決定。
オーストリア
　停止中のガス火力発電所を石炭火力発電所に改造する
ことを電力会社と合意。
ギリシア
　石炭採掘を強化し、石炭火力発電所の稼働を2028年
まで延長。
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　また、原発についても復活が計画されている。

ドイツ
　2022年末停止予定だった原発3基中2基の停止を延期
し2023年4月まで運転を延長。
フランス
　2022年2月、最大14基の原発新設を発表。
ベルギー
　2022年3月、脱原発計画を10年延期。
イギリス
　2022年4月、最大8基の原発を増設し、電力供給中の
割合を現在の15％から25％へ引き上げることを発表。
ハンガリー
　8月26日、ロシア・Rosatomによる原子炉2基の着工
を発表。2030年の稼働を予定し、総工費125億ユーロ
のうち100億ユーロをロシアからの融資でまかなう。

（3）進む世界の分断＊35

　欧州のエネルギー危機は、国民の生活を疲弊させ、政
情を不安定化させる。各国の信頼関係は低下し、ロシア
のウクライナ侵攻に対する欧州の連帯は大きく弱体化す
ることになる。
　6月15-18日に開催されたサンクトペテルブルグ国際
経済フォーラムで、17日、プーチン大統領は、欧米の
対ロ制裁は失敗した、と強気の見通しを示した。
　Gazpromミラー社長は、「ロシアはロシアの友人たち

にエネルギー安定供給を行っている。…ロシアは供給を
コントロールし、ガスゲームの新しいルールを設定する。
…我々は、自分たちがルールを決めていないゲームには
参加しない」と述べた。換言すれば、非友好国に対して
はガスを武器として使用する、との発言と解釈できる。
　ロシアのウクライナ侵攻にもかかわらず、このフォー
ラムへの参加国は127カ国と減少は例年の1割にとどまっ
た。ロシアとの関係を強化しようとする国はいまだに多
い。
　世界経済は、特にロシアの資源なくしては成り立たな
いことを示している。
　6月28-29日、プーチン大統領は、タジキスタン、ト
ルクメニスタン、カザフスタン、イランの首脳と会談し、
政治と安全保障、貿易での関係強化を訴えた。
　7月6日、スリランカは、ロシアに対し、燃料輸入に
向けた支援を要請したことを明らかにした。
　8月3日、OPEC閣僚級会合で、9月の原油増産ペース
を10万bbl/dとすることに合意した。バイデン大統領
は事前にサウジアラビアを訪問し、大幅増産を求めてい
たが、影響力が大きいロシアへの配慮により増産幅は小
幅にとどまった。
　8月6日、米ペロシ下院議長の台湾訪問を受け、中国
が米国との気候対話を中断、進展が遅れる懸念が高まっ
ている。
　8月12日、CNPC、Sinopecなど、中国国有5社は、ニュー
ヨーク証券取引所の株式の上場を廃止することを発表し

コラム 化石燃料への投資はパリ協定時より -30% 石炭への投資は増加（IEA World Energy Investment 2022）

　石炭供給への投資は、石油やガスに比べて資本集約的ではなく、前年比での大きな変動も少ない。2021 年の石炭サプライチェー

ンへの投資額は、前年比 10％増の 1,050 億ドルであり、2022 年は、逼迫した供給が引き続き新規プロジェクトを誘致するため、

更に 10％の増加が見込まれている。これは、国際的な気候目標やグラスゴーの石炭「段階的削減」の約束が示唆する市場の状況か

らは程遠いものである。

　

図56 燃料供給投資の変化（2019-22 年）

出所：IEA
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た。米国金融当局が規制を強化し会計監査に従わなかっ
た場合には上場廃止につながる可能性があるとしてい
た。
　9月6日、ロシアと中国は、シベリアの力によって輸
出されるガスの支払いを、ルーブルと人民元半々にする
ことで合意した。以前はドル建てであったが、ロシアは、
最近、ドルやユーロを介さない支払いを増やしている。
9月15-16日、中ロが主導する上海協力機構（Shanghai 
Cooperation Organization：SCO）がウズベキスタン・サ
マルカンドで開催された。中国、ロシア、インドなど、
非欧米の首脳が一堂に会し、エネルギーや食糧の高騰な
どについて議論された。今後、イランを正式メンバーと
して迎え、カタールやサウジアラビアを対話パートナー
に招く可能性が高い。
　また、この中で、トルコは、ロシアから輸入するパイ
プラインガスの代金の4分の1をルーブルで支払うこと
に合意した。

（4）脱・脱炭素へ結束する第３極＊36

　経済制裁に参加しロシアから「非友好国」に指定された
48カ国は、GDPの合計こそ世界の6割を超えているが、
数でいえば国連に加盟する193カ国の3割にも満たない。
　一方、全面的・部分的な禁輸を実施していない国は世
界で100カ国以上あり、世界のGDPの4割を占めている。
　高騰するエネルギーを調達しなければならない新興需
要国は、ロシアに頼らざるを得ず、欧米の対ロシア経済
制裁が続くほど、ロシアや中国といった権威主義国家に

接近する新興需要国が増える結果となる。
　それは「脱炭素をめぐる分断」といえる。欧米は自国本
位の脱炭素を進め、それを見たプーチンが、脱炭素に踏
み切れない新興需要国を自陣営に巻き込んでいるように
もみえる。
　経済制裁を受け、「ロシアは信頼を失い、エネルギー
供給国としての寿命を縮めた」という意見があるが、本
当にそうであろうか。西側先進諸国からの信用は失墜し
たものの、むしろ、今回の分断で化石燃料を使う国々の
結束はより固まり、ロシアのエネルギー供給国としての
寿命は延びたのではなかろうか。“脱・脱炭素”によって
資源大国ロシアの衰退を防ぐ――これがウクライナ侵攻
におけるロシアの目的の一つだったのではないか。
　エネルギー起源のCO2 排出量上位10カ国について、
対ロシア制裁参加国と不参加国を比較すると、不参加国
の排出量の方が2倍に上る。
　2022年11月、COP27が、ガス・LNG生産国である
エジプトにて開催される。また、2023年には、OPEC
プラスの有力メンバーであるUAEにて開催される予定
である。UAEは、かねてより、他の産油国と同様、エ
ネルギー価格の高騰を防止するには、石油・ガス上流プ
ロジェクトへのさらなる投資と、成長と気候に配慮した
現実的な戦略が必要と主張している。これまでも混乱の
うちに閉会することが多かったCOPは、分断が進む世
界の中で一つの合意に達することができるであろうか。
　また、2019年11月、当時のトランプ政権がパリ協定
からの脱退を通告したことは記憶に新しい。記録的なイ

ンフレにあえぐ米国で今年11月予定されている
中間選挙の行方についても注視していきたい。

（5）脱炭素の前にセキュリティー向上を

　IEAによれば、化石燃料への投資は増加傾向に
あるが、パリ協定締結時の水準を30%近く下回っ
ている。政策の不確実性は高く、資金調達は困難
であり、企業は一般的に回収に何年もかかるよう
な大規模な資本投入を敬遠している。石油・ガス
上流投資は2014年に最高水準（8,900億ドル）に
達したが、原油価格の暴落により2014年から
2016年にかけて45％以上減少し、パンデミック
により2019年から2020年にかけて更に30％減
少している。このままでは近い将来、化石燃料の
需給逼迫が発生する懸念が大きいという。
　ガス・LNG開発の主役である民間エネルギー
企業には、元々エネルギーセキュリティーを確保
する義務はない。脱炭素リスクを恐れ、現在では

図57 対ロシア制裁参加 / 不参加国の CO2 排出量

出所：METI ほか、各種資料より JOGMEC 作成

制裁参加国 制裁不参加国

2 倍
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おわりに

　さながら世界は、ロシアのひとりガスOPECの怪演に
翻弄され続けている。
　世界のガスの2割を生産し、これまで高度に自由化さ
れた巨大な欧州ガス市場へのガスの過半を供給してきた
ロシアは、ウクライナ侵攻以降、相手側に大きなダメー
ジを与えることのできるガスの武器としての使用を本格
化し、世界のガス・スポットLNGの価格や取引フロー
のみならず、各国のエネルギー政策の今後の行方にも大
きな変更を強いている。
　結果として、その暴挙を可能にしたのは、それ自体は
誰のものでもなく何の価値もない脱炭素という概念を自
身の産業政策の錬金術の中心に据えた欧州のエネルギー
セキュリティーに対する慢心であったといえよう。つま

り、欧州は拙速な脱炭素に走り、ロシアの悪意を増長さ
せ、現実のものとしたのである。
　ギリシャ神話プロメテウスの弟エピメテウスは、妻の
パンドラにせがまれ、兄との約束を破り、災いの箱を開
けてしまうことによって、後に地上に様々な厄災がもた
らされるようになる。エピメテウスは、その段になって
初めて自らの思慮の浅さを知ったというが、欧州は、そ
の教訓を今一度思い起こすべきであろう。
　その失政に加え、経済制裁によって拡大した世界的な
エネルギー不足の不都合は、最終的に一番のエネルギー
弱者であるインド、パキスタン、バングラデシュなどの
新興需要国の国民に計画停電と石炭利用を強制し、さら
に、自らが目指していた脱炭素の実現すら危うくしてい

IEAが警告するレベルまで、民間エネルギー企業の上流
投資は大きく減少している。さらに、投資を縮小し生産
量を減らした方が短期的にはリスクなく収入が増加する
ことを体験してしまった。
　いまや安定供給と脱炭素は両立しないことが明白と
なった。安定供給と脱炭素、どちらが大事なのか？との
問いかけに対する答えは、現在の欧州の行動を観察する
と、安定供給ということが自明であろう。
　脱炭素の長い道程において、ゴールにたどり着く前に
行き倒れてしまっては、脱炭素を達成する未来も来ない。
　欧州、および、世界が、脱ロシアを加速し、エネルギー
セキュリティーを確保し、次に、脱炭素への道筋をつけ
るため、次の7項目を提案する。

① 供給源の多様化など、エネルギーセキュリティーを忘
れるな。

② LNG・ガス等への適正な上流新規投資を促進せよ。
③ 地下ガス貯蔵能力の増強等、緊急時対応策を充実させ

よ。
④ 節ガスを推進せよ。
⑤ 高性能蓄電池などの未来の新技術への過度な期待に基

づいた、責任のない脱炭素は行うな。
⑥ 新技術が確立する前に、従来のエネルギー源を廃止す

るな。
⑦ エネルギーセキュリティーを確保した上で、脱炭素投

資を加速せよ。

図58 新規および既存の油田およびガス田への上流投資

出所：IEA
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る。
　今や必然となった欧州の脱ロシアの流れが、今後人類
が脱炭素に至る苦難の道程の象徴的な幕開けとなった
と、未来の歴史家に評させる以外の道は、もはや、我々
には残されていない。
　脱炭素はすでに新たな南北問題を浮き彫りにしてきた
が、今回の脱ロシアが暴いた現実は、欧米先進国を中心
としたいわゆる西側自由主義国家群と、一部専制的とも
いわれる発展途上国国家群との、世界の分断を加速する
ことになろう。

　ガスか？ウクライナか？偽善を暴くかのように、ロシ
アは欧州各国に踏み絵を迫っている。
　ウクライナの人々の命と自らの日々のガス利用を天秤
にかけ、戸惑うような人間にとって、まだ見ぬ未来の人
類に緑の地球を残すために、現在の生活を犠牲にする覚
悟はあるのだろうか？
　ロシアのガスのない欧州に春は来るだろうか？そし
て、分断を強める世界は未来の人類のために力を合わせ
ることができるだろうか？

参 考 2021 年世界の LNG（GIIGNL アニュアルレポート 2022）

1. LNG 貿易

　2022 年 4 月に発表された GIIGNL アニュアルレポート 2022 によると、2021 年の世界の LNG 輸入量は 372.3MT に達し、前年

比 16.2MT 増となった。ロックダウン後の景気回復と石炭からガスへの転換の継続により、LNG 輸入量は急増したが、年間成長率

（+4.5%）はパンデミック前の水準には遠く及ばないままであった。この回復は地域によってばらつきがあり、中国が日本を抜いて

世界一の LNG 輸入国となったアジアが最も高い伸びを記録した。

　輸出国 19 カ国からの LNG を 44 カ国が輸入した。 

　2021 年、米国からの LNG 輸出（+22.3MT）は、2020 年に試運転された 5 つの大型液化プロジェクト（キャメロン LNG トレイ

ン 2 および 3、コーパスクリスティ LNG トレイン 3、フリーポート LNG トレイン 2 および 3）のランプアップと、2021 年のサビー

ンパストレイン 6 の試運転により 49.8% 増加し、世界全体の増加（+16.2MT）を上回った。

　エジプト（+5.2MT）、アルジェリア（+1.2MT）、マレーシア（+1.1MT）、オーストラリア（+0.8MT）も輸出を増加させたが、そ

の割合は小さかった。

　2021 年に追加供給したのは、サビーンパス LNG トレイン 6、ヤマル LNG トレイン 4、マレーシアの PFLNG Dua、エジプトの

ダミエッタの操業再開などであった。

　ナイジェリア（メンテナンスの問題による -4.1MT）、トリニダード・トバゴ（フィードガス不足による -3.9MT）、ノルウェー（2020

年に発生したスノーヴィットの技術事故後の操業再開の遅れによる -2.9MT）で LNG 輸出が減少した。

　世界市場への LNG 供給は、太平洋盆地が 143.9MT（38.6％）で引き続き最大であり、大西洋盆地が 135.2MT（36.3％）、中東が

93.2MT（25％）となった。

　大西洋地域からの LNG 供給は +17.9MT、中東地域は +0.6MT と増加したが、2020 年と同様に、太平洋地域は引き続き LNG 輸

出が減少した（-2.3MT）。

　米国からの増産が続く中、太平洋盆地と大西洋盆地からの供給量の差は、2020 年の 28.8MT から 2021 年にはわずか 8.6MT と大

幅に縮小している。

　LNG 供給国は、オーストラリアが 78.5MT、カタールが 77MT、米国が 67MT となり、3 カ国合計で世界の LNG 供給量の 59.8％を

占めた。米国は、2022 年には世界一の LNG 供給国となる可能性がある。4 位はロシア 29.6MT、次いでマレーシア 25MT となった。

（1）アジア 

　アジアは引き続き主要な輸入地域となった。LNG 輸入量は対前年 7.1% 増加して 272.5MT に達し、世界の LNG 輸入量に占める

割合は、2020 年の 71.4% から 73.2% に増加した。インド、日本、マレーシア、シンガポールを除くすべてのアジア諸国で輸入量

が増加した。

　中国は、対前年 +10.4MT、+15% の 79.3MT を輸入し、日本を抜いて世界第 1 位の LNG 輸入国となった。これは、力強い景気回

復に加え、発電用ガス需要の増加や石炭からガスへの燃料転換が進んだためである。また、2020/2021 年冬期のような需給逼迫を

避けるため、中国の買い手は前広に LNG を調達し在庫を充填した。

　日本の LNG 輸入は比較的安定しており、0.1MT、-0.1% のわずかな減少を記録した。この減少は、商業活動の制限を含む規制が

2021 年の大半を通じて継続されたことと、原子力発電が漸増し、ガス火力発電が減少したことによる。 

　韓国は LNG 輸入量が大幅に増加した（+6.1MT、+15%）が、これは特に電力セクターと産業用消費におけるガス需要の増加によ

るものであった。また、寒波とパンデミックからの回復が拍車をかけた。原子力発電の維持、および持続可能な政府政策の実施によ

り石炭消費量が減少したことも、ガス需要の増加に寄与した。
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　インドは、スポット LNG 価格の高騰と国内ガス生産の増加により、第 1-3 四半期にかけて LNG 輸入を減らし、年間でも LNG 輸

入量が最も減少した（-2.6MT、-9.8％）。

　台湾では、水力、石炭、原子力発電所の計画停電に伴うガス火力発電の増加により、輸入量が +1.7MT、+9.5% 増加した。

（2）欧州 

　欧州は、JKM/TTF スプレッドが大きくなり、アジアへ優先的に供給されたため、LNG 輸入量が減少。

　国内ガス生産量の減少、気温の低下による需要の高まり、さらにロシアからのパイプラインによる追加供給が予想を下回り、地下

ガス貯蔵在庫量が過去最低水準になった。

　この状況は 2021 年の最後の四半期まで悪化し、欧州は地下貯蔵を満たすことが困難となったため、産業用需要の削減とガスから

石炭への切り替えを通じて需要を調整することを余儀なくされ、全体として、2021 年の欧州の LNG 純輸入量は 8％減の 75.1MT と

なり、2020 年と比較して 6.5MT 減少した。

（3）南北アメリカ

　南北アメリカへの輸入は +4.8MT、+36.3% 増加し、18MT に達した。

　メキシコは、LNG 輸入への依存度を下げ続けており、輸入量は -1.3MT、-67.5% の最大の減少を記録した。

　水力発電への依存度が高いブラジルでは、干ばつにより水位が低下し、電力需要を満たすことができなくなったため、セルジッペ

とアクー港で LNG による電力供給プロジェクトが開始され、対前年 +4.6MT、+193%、合計で 7MT の LNG を輸入した。

　アルゼンチン（2.5MT）は、ボリビアからの輸入が減少し、国内生産が減少したため、LNG 輸入量が増加した（+1.2MT、85%）。

プエルトリコ（+0.6MT、+62.8%）やドミニカ共和国（+0.3MT、+26.1%）といった他のカリブ海の国々も、発電用の天然ガス使

用の増加により、LNG 輸入が大幅に増加した。

（4）中東

　中東では、LNG 輸入量は 2020 年比でわずかに減少した（-0.2MT）。クウェートは、2021 年にアル・ズール LNG ターミナルが

稼働し、+1.3MT、+31.3% の増加となった。

（5）スポット・短期 LNG 

　2021 年のスポット・短期取引（取引日から 4 年以内に引き渡された数量）は 136.3MT（前年比 -6.2MT、-4.4%）となった。こ

れは取引全体の 36.6% を占めた。

図59 地域別 LNG 輸出入バランス（2020/21 年）

出所：GIIGNL ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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　2020 年の 40% から減少したが、スポット LNG 価格の高騰が、特にインド（-6.1MT）のような価格に敏感な国の需要抑制を引き

起こした結果である。

　米国はスポットおよび短期 LNG の主要輸出国としての地位を固め、ほぼ 3 分の 1（32.2%）の数量を占め、次いでオーストラリ

アが 18.7% のシェアを占めた。エジプトも年間を通じてスポットおよび短期数量の主要な供給国となった（+4MT）。一方、ナイジェ

リア（-7.1MT）およびトリニダード・トバゴ（-3.2MT）は、大幅な減少を記録した。

　真のスポット数量（取引日から 3 カ月以内に引き渡された数量）は、2020 年の総輸入量の 35％（125MT）に対し、2021 年に

は 31％（116MT）に減少した。

2. LNG 船

　2021 年末の LNG タンカー船隊は 700 隻（うち FSRU48 隻、5 万m3未満の小型船 64 隻（LNGBV31 隻＋ LNG 船 33 隻））となっ

た。

　2021 年の 16 万m3型 LNG 船の平均スポット傭船料は 8 万 9,200 ドル / 日となり、2020 年の 5 万 9,300 ドル / 日から上昇した。

　竣工隻数は合計 68 隻で、2020 年の 47 隻を上回った。

　新規受注は、FSRU3 隻、5 万m3未満 15 隻（LNGBV13 隻＋ LNG 船 2 隻）を含む合計 111 隻となり、2020 年の 40 隻と比較す

ると、大幅に増加した。

　2022 年、44 隻が引き渡しを予定している。

3. 液化設備

　世界の液化能力は、7.4MT/y の新規能力が追加され（マレーシア：PFLNG Dua（1.5MT/y）、米国：サビーンパス LNG トレイン

6（5MT/y）、ロシア：ヤマル LNG トレイン 4（0.9MT/y））、462MT/y に達した。

　また、エジプトで 5MT/y のダミエッタ LNG 液化設備が運転を再開した。

　カタールのノースフィールドイーストプロジェクト（33MT/y）とオーストラリアのプルート LNG トレイン 2（5MT/y）の 2 件（合

計 38MT/y）が FID された。

4. 再ガス化ターミナル

　2021 年末、世界の再ガス化能力は 993MT/y に達した。

　2021 年に 7 つの新しい再ガス化ターミナル（クウェート：大規模陸上ターミナル 1 基、イタリア：小規模ターミナル 2 基、メキ

シコ：小規模ターミナル 1 基、ブラジル、クロアチア、インドネシア：それぞれ FSRU1 基ずつ、合計 22.6MT/y）が商業運転を開

図60 LNG 貿易量とスポット・短期比率の推移

出所：GIIGNL ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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参 考 2022 年ガス・LNG 需給・在庫・価格速報（IEA Gas Market Report 2Q-2022）

1. 世界のガス需要

　2022 年 4 月に発表された IEA のガスマーケットレポート 2Q-2022 によると、2022 年の世界の天然ガス消費量の伸びは前回の 1％

からゼロをわずかに下回る水準に修正された。これは、前四半期レポートの予測に比べ、5Bcm の需要のマイナス修正に相当する。

　ほぼすべての地域で下方修正されたが、中でもアジア太平洋地域の影響が大きい。これは、スポット LNG の調達割合の高い価格

重視の買い手にとって、経済見通しの下方修正と、LNG へのアクセスが物理的に制限されるリスクが重なったためである。

　欧州・ユーラシア地域の天然ガス消費量は、2021 年の天候要因による強い寄与の後、2022 年にはすでに減少すると予想されて

いたが、更に下方修正された。これらの地域の 2022 年の消費量は、それぞれ前年比 6％近く、5％近く減少すると予想される。そ

の他の地域は、主に国内生産に依存しているため、国際的なガス貿易の緊張から直接影響を受けることはないと思われる。しかし、

紛争が国内経済やガス市場に及ぼす間接的なマクロ経済的影響は受けるであろう。先行きは依然として極めて不透明であり、特に新

始した。

　このうち、クロアチアは、新たに LNG 輸入国の仲間入りを果たした。

　拡張工事については、中国 4 基、日本 1 基が完了し、10MT/y の再ガス化容量が追加された。

　2021 年末時点で、19 基の FSRU と 24 基の陸上ターミナル（合計 190MT/y）が建設中で、その 72% がアジアに位置している。

図62 主要国・地域のガス需要予測増減

出所：IEA

図61 主要国・地域の輸出地域別 LNG 輸入量とスポット・短期比率

出所：GIIGNL ほか、各種資料により JOGMEC 作成
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興諸国においては、持続する供給の緊張、価格の高騰、ボラティリティの結果として、更なるマイナスが予想される。

2. 世界の LNG 需給

　2022 年第 1 四半期の世界の LNG 貿易は、前年同期比 7％増と推定される。

　これは、欧州がロシアのパイプラインガス供給の減少を主に LNG 輸入の増加によって補ったためである。特に 1 月の輸入量は前

年同月比 174% 増と欧州の LNG 純輸入量が急増した。

　一方、この影響を受けて、2022 年第 1 四半期のアジア太平洋地域の LNG 輸入量は前年同期比 8% 減となった。数量ベースで前年

同期比で最も減少したのは、第 1 四半期に中国（13％減）、日本（10％減）、インド（23％減）、韓国（4％減）であった。

　2022 年第 1 四半期の世界の LNG 輸出量は前年同期比 5% 増となった。これはほぼすべて米国が牽引したもので、米国の LNG 生

産量は前年同期比 27% 増となった。

　2022 年全体では、世界の LNG 貿易は 5% 増加すると予測される。

　過去 2 年間とは明らかに異なり、2022 年の LNG 輸入の伸びは、アジア太平洋地域ではなく、欧州が支配的である。

　2022 年 3 月末のフォワードカーブは、アジアの LNG スポット価格に対する TTF プレミアムの持続的な上昇（2022 年第 2-4 四

半期の平均は $2-3/MMBtu 台）を示し、残りの期間、欧州への強い LNG 流入を後押しする。2022 年の大半が、欧州が LNG のプ

レミアム市場となり、LNG 輸入量は、2022 年にはほぼ 4 分の 1（25Bcm）増加し、過去最高水準になると予測される。

　中国を中心とするアジア太平洋地域は、価格に敏感な LNG 数量が欧州に振り向けられ、LNG 需要が 3%（9Bcm）と小幅に増加す

ることが予想される。

　中南米は、ブラジルの水力発電所の貯水量が昨年の歴史的な干ばつから回復するため、LNG の流入が 33%（または 8Bcm）減少

すると予想される。

　北米は引き続き世界的に LNG 輸出増加の主要なエンジンであり、2022 年の LNG 生産量純増の 65% を占める。米国からの LNG

輸出は、ルイジアナ州のサビーンパス LNG トレイン 6 とカルカシューパスターミナルでの新しい液化設備の立ち上げと、既存設備

の利用率向上により 19% の成長が見込まれる。

　アフリカ、欧州、中南米、ユーラシアは、2022 年の世界 LNG 供給増加への寄与が小さく、アジア太平洋地域と中東は若干の減少

を記録する。

3. 世界のガス価格

　2022 年 3 月末時点のフォワードカーブでは、2022 年の平均価格は TTF が $35/MMBtu、アジアのスポット LNG が $32/

MMBtu、HH が $5.5/MMBtu とされている。

　ロシアのガス供給を取り巻く不確実性と、すべての主要ガス地域における高い再貯蔵ニーズが、2022 年のガス価格を強力にサポー

トすることになる。

　TTF はアジアのスポット LNG に対して $2-3/MMBtu のプレミアムで取引され、欧州への LNG 流入量を増加させると予想される。

原油価格連動型 LNG 契約は、2022 年第 1 四半期の原油価格の高騰を反映し、平均 $15/MMBtu 程度になると予想される。

図63 主要国・地域のガス需要増減（2021/22 年）

出所：IEA
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4. 世界のガス在庫

　2021/22 年の暖房シーズンは、すべての主要ガス地域で、天然ガス貯蔵がガス需要の季節的変動に対応する上で重要な役割を果

たした。暖房シーズンの終わりに、欧州と米国のガス在庫量は 5 年平均を大きく下回っており、2022 年第 2-3 四半期に強い補充需

要があることを示している。

　EU では、暖房シーズン開始の 10 月 1 日時点で、在庫量が 5 年平均を 17％（15Bcm）下回った。Gazprom が一部所有または管

理する貯蔵設備（EU の総貯蔵容量の 10％を占める）は、稼働中の貯蔵容量のわずか 25％しか満たされなかったが、これは EU の

在庫不足の半分に寄与している。暖房シーズンには、EU のガス需要の 20％が貯蔵設備からの引き出しでまかなわれた。冬の気温が

低くなかったため、暖房用のガス需要が減少し、LNG の輸入量（前年同期比 60％増）が多かったことと相まって、在庫の引き出し

量が減少し、5 年平均を 13％下回るレベルまで回復し、EU の在庫不足は暖房シーズン終了までに 5 年平均を 8Bcm 下回る水準まで

緩和された。2022 年 3 月末の在庫量は、稼働中の貯蔵能力の 26％であった。LNG の追加受入がなければ、EU の貯蔵量は使用可能

な貯蔵量の 10％を下回る可能性があった。欧州委員会は、11 月 1 日までに EU のガス貯蔵在庫を 80％以上にする目標を提示して

おり、そのためには昨年を 13％（6Bcm）上回る注入が必要となる。

　米国では、2021 年 10 月末時点で、ガス在庫量が 5 年平均を 2.7％（2.9Bcm）下回る水準となった。11 月から 3 月にかけての

米国内消費量の 15％が貯蔵設備からの引き出しでまかなわれた。国内消費の回復に加え、LNG 輸出の大幅な拡大により、米国のガ

ス市場は逼迫し、11–3 月にはガス貯蔵への需要が高まった。この期間の在庫量は、5 年平均と比較して 7％（4Bcm）増加した。そ

の結果、2022 年 4 月初旬の在庫量は 5 年平均を 17%（8Bcm）下回った。

　日本と韓国では、2022 年 1 月の LNG 在庫は 5 年平均に近い水準となった。日本の大手電力会社の LNG 在庫は、2022 年 3 月末

時点で 1.66 Mt（2.25Bcm）となり、4 年平均を 24% 下回っている。

図64 主要国・地域のガス・LNG 価格

出所：IEA

図65 主要国・地域のガス・LNG 在庫

出所：IEA
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アナリシス

参 考 FSRU とは？

　FSRU とは、船上に LNG タンク、ポンプ、気化器等を設置し、受け入れた LNG の貯蔵、再ガス化、ガス送出を行う洋上設備である。

陸上の LNG 受入基地と同様の機能を果たす。

　新造のほか、既存の LNG 船に再ガス化設備を搭載した改造型も多く、一部機能を省いた FSU（Floating Storage Unit：洋上貯蔵

設備）、FRU（Floating Regasification Unit：洋上再ガス化設備）、さらに、通常の LNG 船としても利用できる LNGRV（LNG 

Regasification Vessel：LNG 再ガス化船）もある。

　2005 年、FSRU は、LNGRV として、Excelerate Energy によって初めて実用化された。代表的な FSRU 事業者は、Excelerate 

Energy、Hoegh LNG、BW LNG、GasLog 等となっている。

　陸上基地より、初期建設費用や建設期間の点で優れ、新興アジア諸国（インドネシア、パキスタン、バングラデシュ等）、中東（エ

ジプト、イスラエル、ヨルダン、クウェート、UAE）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ジャマイカ）など、LNG 需要

の急増した地域や、海象の穏やかな地域に採用されることが多い。

　これまで欧州では、クロアチア、イタリア、リトアニア、マルタ、トルコ等に設置されてきたが、脱ロシアパイプラインガスの機

運の高まりによって FSRU 設置が再注目されている。

図66 FSRU の概要

出所：Golar LNG、Excelerate、DSME ほか、各種資料により JOGMEC 作成

表7 FSRUと陸上基地の比較

出所：各種資料により JOGMEC 作成

項目 FSRU 陸上基地

建設費 700億円（FSRU、桟橋、PL、ガバナー・デポ等。防
波堤が必要な場合は多額の追加費用必要）

1,000億円（桟橋、タンク、BOGコンプレッ
サー等。用地代は除く）

建設期間 3年間（突貫であれば半年での実績あり） 5年間

寿命 20年間程度 実質50年間

移動 可能 不可

オペレーション・メンテナンス 海象の影響を受けやすい、高額 基準

拡張 難しい 容易（用地は必要）

メリット・デメリット 建設期間が短い。寿命が短いが、逆に脱炭素による座
礁資産化回避には効果的。

建設期間が長い。
安定的に長期操業を目指す場合の選択肢。
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